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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 33,969 ― 792 ― 1,148 ― 456 ―
20年3月期第2四半期 35,105 △7.4 519 △79.0 865 △69.6 267 31.6

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 7.32 ―
20年3月期第2四半期 4.29 ―

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 83,171 48,008 52.1 693.92
20年3月期 95,223 48,966 46.5 709.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  43,301百万円 20年3月期  44,291百万円

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  

   21年3月期(予想)の期末配当10円00銭には、創業80周年記念配当2円00銭を含んでおります。  

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 15.00

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  無   

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 92,000 2.0 6,300 1.0 6,700 0.8 3,300 9.4 52.88

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） 

１．業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があり
ます。 
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。 

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  62,448,052株 20年3月期  62,448,052株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  47,054株 20年3月期  46,818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  62,401,150株 20年3月期第2四半期  62,401,505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（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）における日本経済は、原油・原材料価格の

高騰がようやく落ち着きを見せはじめたものの、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、深刻化す

る株価下落などの懸念材料により、実体経済の先行きについて危機感が一段と増した状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く経営環境におきましても例外ではなく、これら危機的状況の経営全般に対する影響を 小

限に留めるべく力を尽くしてまいりました。当社グループといたしましては、この激変期にこそ「品質第一」を旗印

として信頼の回復と、永続的な事業の拡大をめざし、着実な原価低減・業務品質向上に取り組むとともに、継続的な

研究開発投資の実行など競争力の強化に注力してまいる所存であります。 

 また、事業面におきましては、信号事業において、自動列車停止装置（ＡＴＳ）等の新たな設置基準に基づく「新

信号システム」の整備が全国で展開されております。この大型案件を契機として信号事業が新たな成長基調に入り、

駅務機器共通ＩＣ化一巡後の業績確保を担う局面となっております。 

 このような状況のもと、当中間期の当社の経営成績といたしましては、受注高は41,324百万円と前年同期比0.4％

の増加となる一方で、売上高は33,969百万円と前年同期比で3.2％減少いたしました。損益面につきましては、経常

利益が1,148百万円と前年同期比32.8％の増加となり、四半期純利益は456百万円と前年同期比で70.6％の増加となり

ました。 

 事業の概況をセグメント別に申しあげますと次のとおりであります。 

 

［信号事業］ 

 当期間の信号事業部門の概況といたしましては、「鉄道信号」では、先にも触れましたとおり、国内の各鉄道事業

者の新信号システム導入に伴う受注活動が次第に本格化してまいりました。本案件は平成23年3月期からの3年間をピ

ークとして平成28年3月期まで継続した受注・売上を見込んでおり、今後の信号事業の業績拡大のための営業活動に

取り組んでおります。 

 「交通情報システム」では、当社の受注に関連する各地方自治体の設備投資予算が引き続き縮小傾向にある一方

で、それを補う形で国から地方への配分予算が増加傾向になっており、全体としては底入れ感が出始めております。

しかしながら当期につきましては道路特定財源をはじめとして国会における予算審議の紛糾などの影響もあって、例

年以上に受注が下半期にずれ込み依然として厳しい状況で推移してまいりました。 

 その結果、信号事業部門といたしましては、受注高は23,426百万円と前年同期比31.2％の増加となりましたもの

の、売上高は15,535百万円と前年同期比8.3％の減少となり、営業利益は1,188百万円と前年同期比77.8％の増加とな

りました。 

 

［情報制御事業］ 

 当期間の情報制御事業部門における事業の概況といたしましては、「駅務自動化装置を中心とするＡＦＣ」では、

主として北海道における「Kitaca」（ＪＲ北海道様）と「SAPICA」（札幌市交通局様）の相互利用化、九州における

「SUGOCA」（ＪＲ九州様）と「nimoca」（西日本鉄道様）、「はやかけん」（福岡市交通局様）の相互利用化に向け

たシステム構築を推進するなど、地方における駅務機器の共通ＩＣカード化の諸案件に携わってまいりました。 

 「駐車場システムを中心とした制御機器」では、ガソリン価格高騰の余波により、駐車場業界における設備投資意

欲に陰りが見られる中、当社グループといたしましては、製品の性能強化やコストダウン、台湾をはじめとした海外

展開に加え、鉄道利用状況に応じて駐車料金を割り引く「パーク＆ライド」といったＡＦＣ・駐車場両事業の成果と

も言える新たなサービス提供を行うなど、多面的な営業活動を重ねてまいりましたものの、当期間は厳しい状況のう

ちに終始いたしました。 

 その結果、情報制御事業部門といたしましては、受注高は17,897百万円と前年同期比23.2％の減少、売上高は

18,434百万円と前年同期比1.5％の増加、営業利益につきましては1,069百万円と前年同期比19.6％の減少となりまし

た。 

  

 なお、前年比増減につきましては参考として記載してあります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ棚卸資産の増加4,816百万円がありまし

たものの、受取手形及び売掛金の減少16,075百万円などにより12,052百万円減少いたしました。 

 負債は、支払手形及び買掛金の減少3,958百万円、また長・短期借入金の減少3,934百万円などにより、前連結会計

年度末に比べ11,094百万円減少いたしました。 
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 純資産は、当第２四半期純利益457百万円の発生及び配当金の支払436百万円、評価差額金の減少1,010百万円等に

より前連結会計年度末に比べ、957百万円減少いたしました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 「鉄道信号」におきましては、当社グループが技術的に強みを持つＡＴＳなどの新信号システム案件の受注が今

後、当期より来期、来期より再来期とさらに拡大してまいります。当社といたしましても、本案件のさらなる受注獲

得およびシェアの向上に向けて積極的に取り組むと同時に、より安全な信号システムの完成に向けた磐石な生産・品

質保証体制の確立に注力してまいります。 

「交通情報システム」におきましては、急速な市場環境の好転は見込めず、厳しい状況が続くものと予想されます。

当社といたしましては、交通死亡事故の減少と交通渋滞の解消を基本目標として、安全・快適な交通システムの実現

を企図した製品・技術を社会に提供することで省エネやＣＯ2削減といった環境面での社会貢献も行うとともに、新

規需要に対応した新製品開発に取り組んでまいります。 

 「ＡＦＣ」におきましては、当期をもって国内における共通ＩＣカードを利用したサービス提供のインフラの整備

がほぼ完成いたします。当社グループといたしましては、従来からの「ＡＦＣ」事業における更新案件を着実に受注

する一方で、「エキナカ」、「マチナカ」それぞれで事業領域を拡大すべく、ホームドアをはじめとした「エキナ

カ」向けの製品、パーク＆ライドサービスなどの「マチナカ」向けの製品を開発・提供してまいります。 

 「駐車場システム」関係については、市場の停滞が続くことや競合他社間の販売競争がより厳しくなることが予想

され、予断を許さない状況が続くものと思われます。当社といたしましては、地方でのシェア拡大に向けた営業体制

の強化、生産体制の合理化、海外進出の強化、より利用者の利便性を追求した駐車・駐輪システムにおける新製品の

開発など、営業力増強および新市場開拓に取り組むことで当初計画の実現を目指してまいります。 

 セグメント別の当連結会計年度通期の金額見通しは、以下のとおりであります。 

単位：百万円 

 

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 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。  

 ②原価差異の繰延処理 

 季節的に変動する操業度に発生した原価差異は、原価計算期間末（年度末又は第２四半期会計期間末）までに

ほぼ解消が見込まれるため、第１、３四半期連結会計期間末では、当該原価差異を流動資産（その他）として繰

り延べております。 

③税金費用の計算 

法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

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。  

 

（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 

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。 

  売上高 営業利益 

  金額 
対前期増減率

（％） 
金額 

対前期増減率

（％） 

 信号事業 44,000 △2.3 4,200 1.5 

 情報制御事業 48,000 6.3 5,000 2.3 

 小計 92,000 2.0 9,200 2.0 

 配賦不能営業費用 － － △2,900 － 

 合計 92,000 2.0 6,300 1.0 
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②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、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35百万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、該当箇所に記載しております。 

   （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正に伴い、当社及び連結子会社は当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見直しを

行った結果、耐用年数を短縮しております。 

 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28百

万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、該当箇所に記載しております。 
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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：百万円）

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 7,639 7,581

受取手形及び売掛金 21,567 37,642

有価証券 107 123

製品 3,028 2,154

半製品 1,545 1,350

原材料 2,412 2,390

仕掛品 15,466 11,739

繰延税金資産 2,880 2,851

その他 894 556

貸倒引当金 △12 △61

流動資産合計 55,529 66,330

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,314 5,437

土地 5,437 5,360

その他（純額） 2,615 2,640

有形固定資産合計 13,367 13,438

無形固定資産 1,223 1,221

投資その他の資産   

投資有価証券 10,537 12,254

繰延税金資産 717 202

その他 1,878 1,842

貸倒引当金 △82 △65

投資その他の資産合計 13,051 14,233

固定資産合計 27,642 28,893

資産合計 83,171 95,223
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（単位：百万円）

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 13,600 17,559

短期借入金 575 4,200

1年内返済予定の長期借入金 679 617

未払法人税等 713 2,379

賞与引当金 2,774 2,927

役員賞与引当金 68 118

受注損失引当金 261 254

その他 6,934 7,683

流動負債合計 25,607 35,738

固定負債   

長期借入金 400 771

長期未払金 138 256

繰延税金負債 165 405

退職給付引当金 8,708 8,884

役員退職慰労引当金 143 200

固定負債合計 9,555 10,518

負債合計 35,162 46,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,846 6,846

資本剰余金 5,303 5,303

利益剰余金 28,592 28,572

自己株式 △22 △22

株主資本合計 40,719 40,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,581 3,592

評価・換算差額等合計 2,581 3,592

少数株主持分 4,707 4,674

純資産合計 48,008 48,966

負債純資産合計 83,171 95,223
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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：百万円）

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 33,969

売上原価 25,780

売上総利益 8,189

販売費及び一般管理費 7,397

営業利益 792

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 99

生命保険配当金 226

その他 84

営業外収益合計 418

営業外費用  

支払利息 26

為替差損 29

その他 5

営業外費用合計 61

経常利益 1,148

特別利益  

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 18

貸倒引当金戻入額 31

特別利益合計 51

特別損失  

固定資産除売却損 30

投資有価証券評価損 18

その他 5

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純利益 1,145

法人税等 585

少数株主利益 103

四半期純利益 456
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,145

減価償却費 907

固定資産除売却損益（△は益） 29

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 26

売上債権の増減額（△は増加） 16,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,859

仕入債務の増減額（△は減少） △4,001

前受金の増減額（△は減少） 576

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176

その他 △2,260

小計 7,338

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △2,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △86

定期預金の払戻による収入 47

有形固定資産の取得による支出 △614

有形固定資産の売却による収入 3

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 35

その他 △154

投資活動によるキャッシュ・フロー △773

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △308

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,625

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △436

少数株主への配当金の支払額 △76

その他 110

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2

現金及び現金同等物の期首残高 7,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,585
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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。 

（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 

〔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）    

 （注）１ 事業区分は売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主要な製品 

      (1）信号事業    鉄道信号保安設備機器、交通情報システム信号機器 

      (2）情報制御事業  ＡＦＣ機器、制御機器 

３ 会計処理の方法の変更 

 （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係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第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、営業利益が、信号事業で21百万円、情報制

御事業で13百万円それぞれ減少しております。 

４ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い、当社及び連結子会社

は、機械装置の耐用年数を短縮しております。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、信号事業で20百万円、情報制御事業で8百万円それぞれ減少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないた

め、所在地別セグメント情報は該当事項がありません。 

  

〔海外売上高〕 

  当第２四半期連結累計期間については、海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を

省略しております。 

  

（６）株主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。 

 
信号事業 

 （百万円） 

情報制御事業 

 （百万円） 

計 

 （百万円） 

消去又は全社 

 （百万円） 

連結 

 （百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 15,535 18,434 33,969 － 33,969 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高  
－ － － （－） （－） 

 計 15,535 18,434 33,969 (－） 33,969 

営業利益又は損失（△） 1,188 1,069 2,257 (1,465) 792 
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「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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   35,105 100.0 

Ⅱ 売上原価   27,037 77.0 

売上総利益   8,067 23.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,548 21.5 

営業利益   519 1.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 9     

２．受取配当金 101     

３．生命保険受取配当金 236     

４．負ののれん償却額 7     

５．雑益 43 398 1.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 46     

２．棚卸処分損 5     

３．雑損失 0 52 0.1 

経常利益   865 2.5 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 32 32 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 34 34 0.1 

税金等調整前中間純利益   862 2.5 

法人税、住民税及び事業
税 

292     

法人税等調整額 161 453 1.3 

少数株主利益   141 0.4 

中間純利益   267 0.8 
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（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（百万円） 

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 862 

減価償却費  763 

受取利息及び受取配当金  △110 

支払利息  46 

売上債権の増減額  14,584 

棚卸資産の増減額  △3,302 

仕入債務の増減額  △5,042 

前受金の増減額  47 

退職給付引当金の増減額  △386 

その他  △1,322 

小計 6,139 

利息及び配当金の受取額 110 

利息の支払額  △48 

法人税等の支払額  △1,880 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,321 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △41 

定期預金の払戻しによる収入  32 

有形固定資産の取得による支出  △751 

有形固定資産の売却による収入 77 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出  △167 

有価証券及び投資有価証券の売却等による収入 34 

その他  △38 

投資活動によるキャッシュ・フロー △854 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △308 

短期借入れによる純増減額  △400 

関係会社からの預り金による純増減額  110 

関係会社以外からの預り金による純増減額  200 

配当金の支払額  △436 

少数株主への配当金の支払額 △73 

自己株式の増減  △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △909 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,557 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,026 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 11,583 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

 (1）信号事業    鉄道信号保安設備機器、交通情報システム信号機器 

 (2）情報制御事業  ＡＦＣ機器、制御機器 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は親会社本社の管理部門に係る費用であり

ます。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

      当中間連結会計期間については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、

所在地別セグメント情報は該当事項がありません。 

〔海外売上高〕 

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） 

 当中間連結累計期間については、海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 
信号事業 
（百万円） 

情報制御事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 16,945 18,160 35,105 － 35,105 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － （－） － 

計 16,945 18,160 35,105 （―） 35,105 

営業費用 16,276 16,829 33,106 (1,479) 34,586 

営業利益 668 1,330 1,998 (1,479) 519 
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