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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 50,374 ― 1,463 ― 1,493 ― 1,066 ―

20年3月期第2四半期 49,446 7.8 1,837 32.8 1,818 26.2 1,304 26.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 61.45 ―

20年3月期第2四半期 75.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 61,151 24,201 38.4 1,291.27
20年3月期 62,027 23,490 36.8 1,327.07

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  23,510百万円 20年3月期  22,836百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.75 ― 5.75 9.50
21年3月期 ― 3.75 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.75 7.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 102,600 △2.9 2,300 △29.9 2,100 △28.3 1,500 △24.7 84.52

4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注） 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点において入手された情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により上記の業
績予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧
ください。 
２. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 19,410,000株 20年3月期 19,410,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 1,202,896株 20年3月期 2,201,626株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 17,350,520株 20年3月期第2四半期 17,209,935株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムロ－ン問題に端を発した金融市場の混乱等によ

る米国経済の減速、原油及び原材料価格の高騰に伴う物価上昇等による景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透

明な状況で推移いたしました。このような状況の中で、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は円高に伴

う北米子会社の為替換算レート差影響等による減少はあったものの、国内の得意先生産台数増等に伴い売上高が増

加し、前年同期比1.8％増の50,374百万円となりました。 一方、損益面では連結営業利益が北米子会社の売上高

減影響、新車立上げロス等による原価負担増が生じ、また、国内における新たな会計基準（棚卸資産の評価に関す

る会計基準）の適用や減価償却費、市況変動等原価負担増が加わり、前年同期比20.3％減の1,463百万円となりま

した。また、連結経常利益は前年同期比17.8％減の1,493百万円、連結四半期純利益は前年同期比18.2％減の1,066

百万円となりました。   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産）  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、61,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ875百万円減少

しました。これは有形固定資産の減少2,221百万円、受取手形及び売掛金の増加761百万円が主な要因であります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、36,950百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,586百万円減

少しました。これは支払手形及び買掛金の減少613百万円及び長期借入金の減少919百万円が主な要因であります。

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、24,201百万円となり前連結会計年度末に比べ710百万円増加

しました。これは自己株式の減少927百万円が主な要因であります。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、10月20日に平成21年３月期の通期業績予想の上方修正をいたしました。しかしながら、その後、得意先

の大幅な減産計画が公表され、当社の業績に与える影響が大きく見込まれることになりましたので、残念ながら業

績の下方修正を行わなければならない状況となりました。これにより、連結売上高は前回予想を3,300百万円下回る

見通しとなりました。また、利益につきましても、減収影響と急激な為替変動により、連結営業利益で600百万円、

連結経常利益で550百万円、連結当期純利益で350百万円それぞれ前回予想を下回る見通しであります。 

 なお、為替レートは、通期平均で、1米ドル＝105円を前提としております。 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 （簡便な会計処理）  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

60,585千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 



③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。これにより損益に与える影響はございません。 

④ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を２年～12年としておりましたが、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,194,736 3,739,591

受取手形及び売掛金 14,800,004 14,038,224

製品 1,797,851 1,570,103

原材料 4,434,690 4,560,261

仕掛品 1,242,410 1,140,076

貯蔵品 2,100,235 1,875,170

繰延税金資産 641,519 727,594

その他 1,778,899 1,918,517

貸倒引当金 △19,795 △25,496

流動資産合計 30,970,552 29,544,044

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,037,129 8,286,184

機械装置及び運搬具（純額） 9,252,480 9,649,570

工具、器具及び備品（純額） 3,086,238 4,941,146

土地 4,461,158 4,472,027

その他（純額） 837,260 546,621

有形固定資産合計 25,674,267 27,895,550

無形固定資産   

その他 174,944 135,598

無形固定資産合計 174,944 135,598

投資その他の資産   

投資有価証券 1,751,892 1,825,663

繰延税金資産 929,793 887,960

その他 1,658,013 1,745,483

貸倒引当金 △7,840 △6,890

投資その他の資産合計 4,331,860 4,452,217

固定資産合計 30,181,071 32,483,366

資産合計 61,151,624 62,027,411



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,782,582 17,395,701

短期借入金 5,605,625 5,039,259

未払法人税等 128,633 43,409

賞与引当金 736,226 1,046,998

役員賞与引当金 25,000 50,000

その他 4,931,396 5,590,637

流動負債合計 28,209,465 29,166,005

固定負債   

長期借入金 5,019,475 5,938,485

退職給付引当金 2,967,809 2,980,259

役員退職慰労引当金 388,343 395,226

繰延税金負債 15,458 24,390

その他 349,941 32,286

固定負債合計 8,741,028 9,370,648

負債合計 36,950,493 38,536,654

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,206,062 3,206,062

資本剰余金 3,184,500 3,184,500

利益剰余金 19,223,326 18,603,073

自己株式 △1,098,804 △2,025,912

株主資本合計 24,515,085 22,967,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 465,635 558,410

為替換算調整勘定 △1,470,332 △689,400

評価・換算差額等合計 △1,004,696 △130,990

少数株主持分 690,742 654,023

純資産合計 24,201,130 23,490,757

負債純資産合計 61,151,624 62,027,411



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 50,374,746

売上原価 45,845,944

売上総利益 4,528,802

販売費及び一般管理費 3,065,422

営業利益 1,463,380

営業外収益  

受取利息 21,832

受取配当金 19,079

投資不動産賃貸料 31,098

為替差益 56,962

持分法による投資利益 6,035

雑収入 123,587

営業外収益合計 258,595

営業外費用  

支払利息 148,303

雑損失 79,901

営業外費用合計 228,205

経常利益 1,493,770

特別利益  

投資有価証券売却益 8,228

特別利益合計 8,228

特別損失  

貸倒引当金繰入額 402

特別損失合計 402

税金等調整前四半期純利益 1,501,597

法人税、住民税及び事業税 312,059

法人税等調整額 83,682

法人税等合計 395,742

少数株主利益 39,512

四半期純利益 1,066,341



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,501,597

減価償却費 2,650,331

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,565

賞与引当金の増減額（△は減少） △310,771

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,882

受取利息及び受取配当金 △40,911

支払利息 148,303

為替差損益（△は益） △57,243

持分法による投資損益（△は益） △6,035

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228

売上債権の増減額（△は増加） 559,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △626,966

仕入債務の増減額（△は減少） △209,568

未払消費税等の増減額（△は減少） △103,460

その他 112,787

小計 3,561,849

利息及び配当金の受取額 40,911

利息の支払額 △147,736

法人税等の支払額 △168,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,286,217

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,907,394

有形固定資産の売却による収入 26,083

投資有価証券の取得による支出 △11,009

投資有価証券の売却による収入 10,790

貸付けによる支出 △75,430

貸付金の回収による収入 35,352

その他 △30,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,951,944



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,371,938

短期借入金の返済による支出 △2,493,835

長期借入金の返済による支出 △1,972,782

自己株式の取得による支出 △851

自己株式の売却による収入 580,990

配当金の支払額 △99,119

リース債務の返済による支出 △120,704

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455,144

現金及び現金同等物の期首残高 3,734,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,189,736



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・インドネシア 

３ 会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期

間の営業利益が日本で60,585千円減少しております。 

  
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
27,582,531 18,545,261 4,246,953 50,374,746 － 50,374,746 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,081,228 － 2,744,908 5,826,136 (5,826,136) － 

計 30,663,760 18,545,261 6,991,861 56,200,883 (5,826,136) 50,374,746 

営業費用 30,358,222 18,285,345 6,069,764 54,713,331 (5,801,965) 48,911,366 

営業利益 305,538 259,916 922,097 1,487,552 (24,171) 1,463,380 



ｃ．海外売上高 

 （注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・タイ・インドネシア他 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年8月22日の取締役会決議に基づき、平成20年9月10日付で自己株式（1,000千株、発行済株式

総数に占める割合5.1％）の処分による払込みを受けました。この結果、当第２四半期連結会計期間において自

己株式927,960千円、利益剰余金が346,970千円減少し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が

1,098,804千円、利益剰余金が19,223,326千円となっております。 

  
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 18,545,261 5,437,890 23,983,151 

Ⅱ 連結売上高(千円)     50,374,746 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
36.8 10.7 47.6 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   49,446,148 100.0 

Ⅱ 売上原価   44,620,018 90.2 

売上総利益   4,826,129 9.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,989,016 6.0 

営業利益   1,837,113 3.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 52,216     

２．受取配当金 18,328     

３．投資不動産賃貸料 31,098     

４．為替差益 57,012     

５．雑収入 127,122 285,778 0.5 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 175,854     

２．機械・工具等処分損 47,494     

３．持分法による投資損失 25,852     

４．雑損失 55,338 304,540 0.6 

経常利益   1,818,351 3.6 

Ⅵ 特別利益       

１．関係会社整理損失引当金
戻入益 295,529     

２．貸倒引当金戻入益 34 295,563 0.5 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産処分損 6,975 6,975 0.0 

税金等調整前中間純利益   2,106,939 4.2 

法人税、住民税及び事業税 486,761     

法人税等調整額 267,915 754,676 1.5 

少数株主利益   48,029 0.0 

中間純利益   1,304,233 2.6 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,106,939 

減価償却費   2,290,135 

貸倒引当金の増減（△）額  △11,176 

賞与引当金の増減（△）額  13,048 

役員賞与引当金の増減（△）額 20,000 

退職給付引当金の増減（△）額 △18,390 

関係会社整理損失引当金の増減（△）額 △404,000 

受取利息及び受取配当金 △70,545 

支払利息 175,854 

有形固定資産処分損   54,470 

売上債権の増（△）減額 890,360 

たな卸資産の増（△）減額 386,186 

仕入債務の増減（△）額 △199,661 

未払消費税等の増減（△）額 34,871 

その他 △211,836 

小計 5,056,257 

利息及び配当金の受取額 70,545 

利息の支払額  △181,842 

法人税等の（△支払額）還付額  △529,975 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,414,984 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,171,358 

有形固定資産の売却による収入 17,524 

投資有価証券の取得による支出 △9,734 

投資有価証券の売却による収入 321 

貸付けによる支出 △76,314 

貸付金の回収による収入 52,515 

その他  15,598 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,171,448 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額 △108,035 

長期借入れによる収入 1,974,033 

長期借入金の返済による支出 △1,491,137 

自己株式の取得による支出 △88 

配当金の支払額 △64,643 

財務活動によるキャッシュ・フロー 310,129 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 171,482 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △274,851 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,903,630 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,628,779 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「自動車部品事業」の割

合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 （注) １ 国又は地域の区分は地理的な近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・タイ・インドネシア 

ｃ．海外売上高 

 （注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………米国・メキシコ 

(2) その他の地域……中国・イギリス・ドイツ・インドネシア他 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

  
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

その他の 
地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
25,584,427 20,998,358 2,863,363 49,446,148 － 49,446,148 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,010,037 4,286 2,333,057 5,347,381 (5,347,381) － 

計 28,594,464 21,002,644 5,196,421 54,793,529 (5,347,381) 49,446,148 

営業費用 28,212,184 20,143,963 4,554,448 52,910,596 (5,301,560) 47,609,035 

営業利益 382,279 858,681 641,973 1,882,933 (45,820) 1,837,113 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 20,998,358 3,956,987 24,955,345 

Ⅱ 連結売上高(千円)     49,446,148 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
42.4 8.0 50.4 



６．その他の情報 

    部門別売上高状況 

（単位：千円未満切捨）

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

増減金額 

    金額 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額 
増減率 
（％） 

 自動車部品

事業 

 安全部品 
 ハンドル 8,120,447 16.4 8,967,166 17.8 846,718 10.4 

エアバッグ 21,025,596 42.5 20,853,986 41.3 △171,610 △0.8 

小計  29,146,044 58.9 29,821,152 59.1 675,108 2.3 

 樹脂部品   20,241,405 40.9 20,481,510 40.6 240,105 1.1 

  計  49,387,449 99.8 50,302,663 99.8 915,214 1.8 

その他事業 58,699 0.1 72,083 0.1 13,383 22.8 

合計 49,446,148 100.0 50,374,746 100.0 928,598 1.8 
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