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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 2,041 ― 219 ― 222 ― 91 ―
20年3月期第2四半期 1,941 7.7 200 △10.2 180 △21.4 130 4.4

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 70.02 ―
20年3月期第2四半期 105.66 101.05

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 3,858 2,378 61.6 1,821.08
20年3月期 3,738 2,307 61.7 1,766.72

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,378百万円 20年3月期  2,307百万円

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 ― 0.00 ― 26.00 26.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 26.00 26.00

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 4,288 6.3 559 9.2 564 13.0 178 △44.5 136.70

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、6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、6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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  1,306,000株 20年3月期  1,306,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  1,306,000株 20年3月期第2四半期  1,237,475株
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当第２四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローンに端を発した金融不安が各国に波及

し、世界的な景気減速懸念がさらに加速しました。また、原油・その他の原材料価格の高騰、急激な円高

の進行等により企業収益は圧迫され、個人消費に関しても小売価格の上昇等によりますます厳しい状況が

続いており、景気に対する先行きの不透明感が一層強まる展開となりました。  

 当社グループを取り巻く事業環境は、少子高齢化の影響により依然厳しい状況にあります。幼児・児童

の絶対数が年々減少する中で、幼稚園・保育園においては、一人でも多くの新入園児を取り込むために、

他の園との差別化を推進し、特色を打ち出すことに苦心しております。一方で、子供たちの教育に対する

親の関心は、ますます高まっており、子供たちの成長の過程において目に見える効果を求める傾向が強ま

ってきております。これらのニーズを受けて、当社グループの展開するサービスに対しても、従来の保育

という枠組みを超えた、より洗練された高度な付加価値の提供が求められております。 

 当社グループといたしましては、さらなる技術の向上と指導プログラムの充実をはかることで、これら

の多様なニーズを抱える幼稚園・保育園・保護者等の期待に応えられるよう努めてまいりました。  

 この結果、当第2四半期の連結売上高は2,041百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益は219百万円（前

年同期比9.4％増）、経常利益は222百万円（前年同期比23.4％増）、四半期純利益は91百万円（前年同期

比30.1％減）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

①幼児体育指導関連事業  

 幼児体育指導関連事業におきましては、正課体育指導のうち、読み書き・計算・音楽等の自学自習の教

育方法を取り入れたYYプロジェクトの新規契約を、新年度を迎えるにあたって順調に受注できたこと、ま

た、年度途中であるにもかかわらず、当第２四半期においても、YYプロジェクトを中心とした新規の契約

締結に至ったことが、売上の堅調な推移に貢献しました。  

 一方で、課外体育指導においては、年長児が就園満了となる年度末は退会者が相当数に及ぶことになり

ますが、新規入会キャンペーンの促進により、会員数の実質減を 小限にとどめることができました。ま

た、幼稚園・保育園の夏休み期間中においては、水泳教室等を開催することで、園児たちの参加意欲をか

きたて、結果、当第２四半期においても、新規入会を堅調に維持することができました。  

 この結果、売上高は1,906百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は190百万円（前年同期比8.1％増）

となりました。 

  

②コンサルティング関連事業  

 コンサルティング関連事業におきましては、コンサルティング年間契約の順調な増加に加え、訪問指導

の回数を増やし、単価をより高く設定したコンサルティング業務であるトータルサポートCOSMO21へのア

ップグレードも順調に推移しました。また、正課体育指導の新規契約増に伴い、当第２四半期において

も、トータルサポートCOSMO21の受注件数を伸ばせたことが、売上の堅調な推移に貢献しました。  

 この結果、売上高は134百万円（前年同期比15.9％増）、営業利益は25百万円（前年同期比19.9％増）

となりました。 

  

【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 
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（参考）契約件数、会場数及び会員数の動向 

  ①幼児体育指導関連事業 

 

 
  

20年３月期 20年３月期 21年３月期 21年３月期

増減率(％)

中間期 第1四半期 第2四半期

(19年９月末日) (20年３月末日) (20年６月末日) (20年９月末日) (注)４． (注)５．

正課体育指導

正課体育指導契約件数 (注)１．

契約件数 712 724 733 737 3.5 1.8

(うち、YYプロジェクト) (75) (86) (101) (106) 41.3 23.3

正課体育指導会場数 (注)２．

会場数 718 730 742 746 3.9 2.2

幼稚園 541 546 548 548 1.3 0.4

保育園 151 158 172 174 15.2 10.1

その他(注)３． 26 26 22 24 △7.7 △7.7

課外体育指導

課外体育指導会場数 (注)２．

会場数 728 731 744 744 2.2 1.8

幼稚園 607 608 608 608 0.2 0.0

保育園 96 98 105 105 9.4 7.1

その他 (注)３． 25 25 31 31 24.0 24.0

課外体育指導会員数 38,455 39,314 38,746 39,113 1.7 △0.5

(注) 1. 正課体育指導契約件数は、当社グループと正課体育指導契約を締結している契約先の延べ数でありますが、契約主体は学校
法人、社会福祉法人、その他法人及び個人事業主と多岐にわたります。

2. 正課体育指導会場数及び課外体育指導会場数は、実際に当社グループの社員が指導を行っている会場数を言いますが、１の
契約主体が複数園を経営することもあるため、必ずしも契約件数と一致しません。

3. その他は、幼稚園、保育園以外の学校及び専門学校等を含みます。

4. 平成21年３月期第２四半期(20年９月末日)の平成20年３月期第２四半期(19年９月末日)に対する増減率です。

5. 平成21年３月期第２四半期(20年９月末日)の平成20年３月期(20年３月末日)に対する増減率です。
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  ②コンサルティング関連事業 

 

 
  

20年３月期 20年３月期 2１年３月期 21年３月期

増減率(％)

中間期 第1四半期 第2四半期

(19年９月末日) (20年３月末日) (20年６月末日) (20年９月末日) (注)３． (注)４．

コンサルティング契約件数 132 150 162 168 27.3 12.0

(うち、YYプロジェクト) (77) (88) (103) (108) 40.3 22.7

(内訳１)

幼稚園 81 87 95 96 18.5 10.3

保育園 49 60 65 69 40.8 15.0

その他 2 3 2 3 50.0 0.0

ト ー タ ル サ ポ ー ト COSMO21
(注)１．

102 115 136 141 38.2 22.6

サポート日経 (注)２． 30 35 26 27 △10.0 △22.9

(注) 1. トータルサポートCOSMO21は、幼稚園・保育園と個々に年間契約（年間12回訪問）を交わし、保育面、経営面等を総合的に支
援する事業です。

2. サポート日経は、幼稚園・保育園と個々に年間契約（年間６回訪問）を交わし、保育面、経営面等に対して助言・指導する事
業です。

3. 平成21年３月期第２四半期(20年９月末日)の平成20年３月期第２四半期(19年９月末日)に対する増減率です。

4. 平成21年３月期第２四半期(20年９月末日)の平成20年３月期(20年３月末日)に対する増減率です。
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（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は3,858百万円と前連結会計年度末に対し119百万円の増加と

なりました。これは、主に現金及び預金117百万円、繰延税金資産21百万円、前払費用9百万円及び保険積

立金8百万円の増加に対し、投資有価証券31百万円及び売掛金11百万円の減少によるものであります。 

 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は1,479百万円と前連結会計年度末に対し48百万円の増加と

なりました。これは、主に前受金54百万円、退職給付引当金34百万円、賞与引当金22百万円の増加に対

し、買掛金47百万円、未払法人税等15百万円の減少によるものであります。 

 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,378百万円と前連結会計年度末に対して70百万円の増

加となりました。主な要因は、利益剰余金57百万円の増加及びその他有価証券評価差額金13百万円の増加

によるものであります。 

  
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想に対し、そ

の後の米欧の金融危機などによる株式市場の激変により、所有する投資有価証券のうち処分可能な銘柄を

処分し、これを特別損失に181百万円の計上を見込みますと、当期純利益は178百万円となる見通しであり

ます。 

 なお、平成20年５月13日の平成20年３月期決算短信で公表いたしました通期業績予想との差異は次のと

おりであります。 

  

平成21年３月期  業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

 
  
  
  
  
  
  

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

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

前回発表予想（A） 4,304 489 492 269    206 42

今回修正予想（B） 4,288 559 564 178  136   70

増減額（B-A) △ 16 70 72 △ 91 －

増減率（％） △ 0.4 14.3 14.6 △ 33.8 －

（参考）前期実績
4,032 512 499 321 252    43

（平成20年３月期）
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該当事項はありません。 

  

  

（簡便な会計処理の適用） 

①繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックスプランニングを利用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の適用） 

①税金費用の計算 

 当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  

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．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)

(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

(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
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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 1,618,890 1,501,239 

売掛金 84,435 95,519 

有価証券 31,717 30,409 

棚卸資産 7,496 6,662 

繰延税金資産 69,974 61,757 

その他 35,018 27,644 

貸倒引当金 △4,670 △6,039 

流動資産合計 1,842,862 1,717,194 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 117,576 120,518 

工具、器具及び備品（純額） 41,940 36,695 

土地 258,144 258,144 

有形固定資産合計 417,661 415,359 

無形固定資産 55,101 55,301 

投資その他の資産 

投資有価証券 755,227 786,288 

繰延税金資産 276,234 263,353 

投資不動産（純額） 147,899 148,026 

保険積立金 331,690 323,297 

その他 31,414 29,835 

投資その他の資産合計 1,542,466 1,550,801 

固定資産合計 2,015,229 2,021,462 

資産合計 3,858,091 3,738,656 
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(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 

買掛金 48,646 96,068 

未払金 65,762 73,749 

未払法人税等 130,393 146,305 

前受金 250,918 196,517 

賞与引当金 124,000 101,200 

その他 83,221 75,966 

流動負債合計 702,942 689,807 

固定負債 

退職給付引当金 562,010 527,517 

役員退職慰労引当金 214,263 213,447 

その他 549 549 

固定負債合計 776,823 741,513 

負債合計 1,479,765 1,431,321 

純資産の部 

株主資本 

資本金 406,460 406,460 

資本剰余金 258,377 258,377 

利益剰余金 1,770,308 1,712,820 

株主資本合計 2,435,146 2,377,657 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △56,820 △70,322 

評価・換算差額等合計 △56,820 △70,322 

純資産合計 2,378,326 2,307,335 

負債純資産合計 3,858,091 3,738,656 
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(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 2,041,069 

売上原価 1,414,454 

売上総利益 626,614 

販売費及び一般管理費 407,435 

営業利益 219,179 

営業外収益 

受取利息 1,358 

賃貸料収入 2,336 

保険解約返戻金 1,421 

受取配当金 902 

その他 1,545 

営業外収益合計 7,564 

営業外費用 

賃貸料収入原価 348 

保険解約損 1,737 

その他 2,278 

営業外費用合計 4,364 

経常利益 222,379 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,369 

特別利益合計 1,369 

特別損失 

役員退職慰労金 5,133 

投資有価証券評価損 31,376 

その他 9 

特別損失合計 36,519 

税金等調整前四半期純利益 187,229 

法人税等 95,785 

四半期純利益 91,444 
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,052,071 

売上原価 774,613 

売上総利益 277,458 

販売費及び一般管理費 177,334 

営業利益 100,123 

営業外収益 

受取利息 1,352 

賃貸料収入 1,128 

受取配当金 902 

その他 455 

営業外収益合計 3,838 

営業外費用 

賃貸料収入原価 106 

保険解約損 1,737 

その他 1,830 

営業外費用合計 3,673 

経常利益 100,289 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,369 

特別利益合計 1,369 

特別損失 

投資有価証券評価損 31,376 

その他 9 

特別損失合計 31,385 

税金等調整前四半期純利益 70,272 

法人税等 36,230 

四半期純利益 34,042 
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(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 187,229 

減価償却費 17,463 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,493 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 816 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,800 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,369 

受取利息及び受取配当金 △2,261 

固定資産除却損 9 

投資有価証券評価損益（△は益） 31,376 

売上債権の増減額（△は増加） 11,083 

たな卸資産の増減額（△は増加） △833 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,022 

仕入債務の増減額（△は減少） △47,422 

前受金の増減額（△は減少） 54,400 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △303 

小計 300,460 

利息及び配当金の受取額 1,909 

法人税等の支払額 △141,123 

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,247 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 94,548 

有形固定資産の取得による支出 △15,737 

無形固定資産の取得による支出 △5,000 

投資有価証券の取得による支出 △5,179 

投資有価証券の売却及び償還による収入 26,251 

その他 △9,971 

投資活動によるキャッシュ・フロー 84,910 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △33,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,956 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 212,201 

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,143 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,354,345 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【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（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 

 
  (6) 株式資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

幼児体育指導 
関連事業 
(千円)

コンサル
ティング 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,906,231 134,838 2,041,069 ― 2,041,069

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

44,702 3,862 48,565 △ 48,565 ―

計 1,950,934 138,700 2,089,634 △ 48,565 2,041,069

  営業利益 190,702 25,202 215,905 3,274 219,179

 

(注） 1． 事業の区分は、役務の種類・性質、提供先等の類似性を考慮して区分しております。

       2． 各区分の主な製品

      （1）幼児体育指導関連事業・・・・・・正課体育指導、課外体育指導、イベント企画、保育所経営、人材派遣

      （2）コンサルティング関連事業・・・・幼稚園・保育園の経営コンサルティング、セミナーの企画・開催
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前年同四半期に係る財務諸表 

  (1) 中間連結損益計算書 

「参考資料」

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 1,941,785 100.0

 Ⅱ 売上原価 1,380,553 71.1

   売上総利益 561,231 28.9

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 360,840 18.6

   営業利益 200,390 10.3

 Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 2,454

 ２．賃貸料収入 2,429

 ３．保険金収入 258

 ４．受取手数料 1,049

 ５．その他 439 6,630 0.4

 Ⅴ 営業外費用

 １．賃貸料収入原価 417

 ２．支払補償費 －

 ３．株式上場費用 23,506

 ４．その他 2,941 26,864 1.4

   経常利益 180,156 9.3

 Ⅵ 特別利益

 １．保険解約返戻金 54,580 54,580 2.8

   税金等調整前 

   中間純利益
234,736 12.1

   法人税、住民税 

   及び事業税
130,927

   法人税等調整額 △ 26,946 103,980 5.4

   中間純利益 130,755 6.7

幼児活動研究会㈱（2152）平成21年３月期第２四半期決算短信

－13－



(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

234,736

   減価償却費 13,748

   退職給付引当金の増減額 39,488

   役員退職慰労引当金の 
   増減額

2,671

   賞与引当金の増減額 40,700

   貸倒引当金の増減額 1,796

   受取利息及び受取配当金 △2,454

   売上債権の増減額 △49,116

   たな卸資産の増減額 14,199

   その他流動資産の増減額 2,085

   仕入債務の増減額 △14,539

   前受金の増減額 9,922

   その他流動負債の増減額 △63,119

       小計 230,118

   利息及び配当金の受取額 2,423

   法人税等の支払額 △170,883

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

61,658
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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)

 Ⅱ 投資活動による 
   キャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額 △103,911

   投資有価証券の取得に 
   よる支出

△433,167

   投資有価証券の売却に 
   よる収入

―

   有形固定資産の取得に 
   よる支出

△6,999

   無形固定資産の取得に 
   よる支出

△8,699

   貸付金返済による収入 ―

   貸付による支出 ―

   長期性預金の預入れに 
   よる支出

―

   長期性預金の払戻に 
   よる収入

39,000

   その他 △15,686

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△529,463

 Ⅲ 財務活動による 
   キャッシュ・フロー

   新株の発行による収入 374,440

   配当金の支払額 △28,236

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

346,204

 Ⅳ 現金及び現金同等物の 
   増減額

△121,600

 Ⅴ 現金及び現金同等物の 
   期首残高

1,039,122

 Ⅵ 現金及び現金同等物の 
   中間期末残高

917,521
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(3)セグメント情報 

  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) 

幼児体育指導 
関連事業 
(千円)

コンサル
ティング 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,825,468 116,317 1,941,785 ― 1,941,785

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

29,655 1,800 31,455 △ 31,455 ―

計 1,855,123 118,117 1,973,240 △ 31,455 1,941,785

  営業費用 1,678,770 97,100 1,775,871 △ 34,476 1,741,394

  営業利益 176,353 21,016 197,369 3,021 200,390
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