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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 332 ― △75 ― △90 ― △82 ―
20年6月期第1四半期 442 △41.2 △49 ― △67 ― △107 ―

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6月期第1四半期 △1,597.55 ―
20年6月期第1四半期 △2,031.68 ―

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6月期第1四半期 1,762 1,220 60.3 20,506.50
20年6月期 2,003 1,315 57.2 22,119.30

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,062百万円 20年6月期  1,145百万円

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6月期 ― ― ― ― ―
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 800 ― △70 ― △130 ― △150 ― △2,896.09
通期 2,700 31.9 250 ― 200 ― 0 ― 0.00

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．本資料に記載しております業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、通期の連結業績予想に関する事項につきましては、３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下さい。 
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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  52,776株 20年6月期  52,776株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  982株 20年6月期  982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  51,794株 20年6月期第1四半期  52,776株
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当第１四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）におけるわが国経済は、米国
サブプライムローン問題による金融不安が世界的に拡大し、個人消費の低迷・企業収益の減速を助長させ
景気後退感が強くなり、先行き不透明な状況となってまいりました。 
 当企業グループが属する電子業界においても、個人消費の低迷によるデジタル家電製品の出荷伸び悩み
が顕著となっており、さらに半導体・液晶業界の設備投資減少により予断を許さない状況であります。当
企業グループは、このような中、投資先企業の各事業活動の精査を行い、経営資源の選択と集中に注力い
たしました。また、中長期的な戦略として関連会社においてガラスの精密加工をスタートさせ、液晶やバ
イオ分野をターゲットとして事業化を進めております。このような結果、当第１四半期連結会計期間の売
上高は332百万円（対前年同期比109百万円、24.9%減）、営業損失は75百万円（同25百万円減）、経常損
失は90百万円（同22百万円減）、四半期純損失は82百万円（同24百万円増）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績  

①超精密計測センサ事業  
 当第１四半期連結会計期間においては、液晶製造装置関連のメンテナンスを行い、売上高は、0百万円
（対前期比0百万円増）、営業利益は0百万円（同0百万円増）となりました。  
 
②光計測装置事業  
 当第１四半期連結会計期間においては、光学計測装置のソフトウェアなどを受注し、売上高は、0百万
円（対前期比0百万円増）、営業損失は0百万円（同0百万円減）となりました。  
 
③電子材料その他事業  
 電子材料その他事業は、主にデュポン社製テドラー（電子材料）、露光機用ランプ、半導体検査装置用
プローブカードを輸入及び国内仕入販売しております。当事業の販売先は、大手電機メーカーをはじめと
した優良企業であり、安定した売上・収益を計上しております。  
 この結果、売上高は329百万円（対前期比62百万円減）、営業損失は13百万円（同55百万円減）となり
ました。  
 
④ASPサービス関連事業 
 ASPサービス関連事業は、主に専門学校向けにコミュニケーションツールとしてASPサービスを提供して
おり、徐々に導入校が増えております。当第１四半期連結会計期間より独立した事業としており、売上高
1百万円、営業損失は11百万円となりました。 
 
⑤その他  
 電子機器事業及び投資育成事業については、当第１四半期連結会計期間においての収益計上はございま
せんでしたが、様々な案件を有しており今後に向け活動を行っております。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、1,762百万円であり前連結会計年度より241百万円減少してお
ります。また、負債は146百万円減少し541百万円となり、純資産は94百万円減少し1,220百万円となって
おります。これは主に四半期純損失を82百万円計上したことによるものであります。  
  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、372百万円であり前連結会計年度末と比
べ147百万円の減少となりました。  
(営業活動によるキャッシュ・フロー)  
 当第１四半期連結会計期間末における営業活動による資金の減少は0百万円となりました。これは主に
税金等調整前四半期純損失を96百万円計上いたしましたが、そのうち売上債権の減少額180百万円、仕入
債務の減少による105百万円などを計上したことによります。  
(投資活動によるキャッシュ・フロー)  
 当第１四半期連結会計期間末における投資活動による資金の減少は113百万円となりました。これは主
に貸付金の回収による45百万円の増加があったものの、貸付金の増加による136百万円や有形固定資産の
取得による18百万円の支出によるものであります。  
(財務活動によるキャッシュ・フロー)  
 当第１四半期連結会計期間末における財務活動による資金の減少は32百万円となりました。これは主に
短期借入金の減少による30百万円、長期借入金の減少による2百万円などであります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況 

(2)キャッシュ・フローの状況
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市場環境は厳しい状況であり、今後の動向に左右されると考えられますが、第１四半期における業績
は、概ね計画通りに進捗しているため、現時点では平成20年8月22日に発表いたしました平成21年6月期の
業績予想に修正はございません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法  
 当第１四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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
②たな卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末
の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出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） 
①税金費用の計算  
 当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する方法を採用しております。 
  

  

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当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成
18年７月５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産
の評価基準については、原価法から原価法（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）に変更しております。 
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。  
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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(平成19年３月30日 企業会計基準委員会
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」(平成19年３月30日 企業会計基
準委員会 企業会計基準適用指針第16号)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期
連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同会
計基準及び適用指針を適用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
④収益の計上基準の変更  
 当第１四半期連結会計期間から、連結子会社である株式会社オー・エヌ・シーにおいて機械装置販売
における収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しております。これは同社において、
当該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたことなどを契機とし
て、より適切な期間損益計算を行うためのものであります。  
 この変更により従来の方法によった場合と比較して、売上高は49,900千円減少し、営業損失、経常損
失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ12,730千円増加しております。  
 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。 

  

有形固定資産の耐用年数の変更  
 当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税改正に伴い、機械装置について耐用年数の変更
を行っております。  
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(追加情報) 
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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１四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６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 385,258 532,697 

受取手形及び売掛金 459,044 639,406 

商品 65,726 76,767 

製品 － 275 

原材料 3,496 3,535 

仕掛品 560 － 

その他 35,572 48,746 

貸倒引当金 △2,275 △35,191 

流動資産合計 947,382 1,266,237 

固定資産 

有形固定資産 193,028 178,177 

無形固定資産 

のれん 61,809 66,681 

その他 1,296 1,311 

無形固定資産合計 63,106 67,993 

投資その他の資産 

長期貸付金 353,983 259,045 

その他 354,765 348,992 

貸倒引当金 △149,968 △117,101 

投資その他の資産合計 558,780 490,935 

固定資産合計 814,915 737,106 

資産合計 1,762,297 2,003,344 
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(単位：千円) 

当第１四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６月30日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 150,170 249,367 

短期借入金 231,586 250,000 

未払法人税等 2,481 16,214 

賞与引当金 10,607 6,682 

その他 51,543 60,201 

流動負債合計 446,389 582,465 

固定負債 

長期借入金 44,966 59,549 

退職給付引当金 7,318 7,537 

役員退職慰労引当金 33,800 31,570 

その他 9,084 7,028 

固定負債合計 95,168 105,684 

負債合計 541,557 688,150 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,221,352 1,221,352 

資本剰余金 347,896 347,896 

利益剰余金 △485,741 △402,998 

自己株式 △19,801 △19,801 

株主資本合計 1,063,705 1,146,449 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,592 △802 

評価・換算差額等合計 △1,592 △802 

新株予約権 2,536 2,536 

少数株主持分 156,089 167,010 

純資産合計 1,220,739 1,315,193 

負債純資産合計 1,762,297 2,003,344 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

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

売上高 332,026 

売上原価 225,373 

売上総利益 106,653 

販売費及び一般管理費 181,738 

営業損失（△） △75,084 

営業外収益 

受取利息及び配当金 1,448 

その他 975 

営業外収益合計 2,424 

営業外費用 

支払利息 1,125 

持分法による投資損失 14,955 

その他 1,701 

営業外費用合計 17,782 

経常損失（△） △90,442 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 51 

退職給付引当金戻入額 158 

特別利益合計 210 

特別損失 

訴訟関連損失 6,488 

その他 28 

特別損失合計 6,517 

税金等調整前四半期純損失（△） △96,749 

法人税、住民税及び事業税 △3,085 

少数株主損失（△） △10,921 

四半期純損失（△） △82,743 

－ 6 －

㈱フォトニクス（7708）　平成21年６月期第１四半期決算短信



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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損失（△） △96,749 

減価償却費 4,146 

のれん償却額 4,872 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,925 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △219 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,230 

受取利息及び受取配当金 △1,448 

支払利息 1,125 

為替差損益（△は益） 10 

持分法による投資損益（△は益） 14,955 

訴訟関連損失 6,488 

売上債権の増減額（△は増加） 180,488 

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,797 

仕入債務の増減額（△は減少） △105,744 

未払又は未収消費税等の増減額 △843 

その他 △14,359 

小計 9,623 

利息及び配当金の受取額 1,249 

利息の支払額 △1,124 

法人税等の支払額 △10,134 

営業活動によるキャッシュ・フロー △385 

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） 85 

有形固定資産の取得による支出 △18,853 

投資有価証券の取得による支出 △5,000 

貸付けによる支出 △136,034 

貸付金の回収による収入 45,841 

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,961 

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（△は減少） △30,000 

長期借入金の返済による支出 △2,996 

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,996 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,353 

現金及び現金同等物の期首残高 520,310 

現金及び現金同等物の四半期末残高 372,956 
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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１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)   (単位：千円) 
  

 
注 1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各区分の主な製品 

超精密計測センサ事業…精密計測機器、半導体及び液晶製造関連機器 

光計測装置事業………光学計測機器 

電子機器事業…………電子部品等機器 

電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸等 

ASPサービス関連事業…ASPサービス、広告関連 

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得 

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（39,621千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。 

4.事業区分の変更 

従来、ASPサービス関連は、電子材料その他事業に含めておりましたが、当該事業区分の割合が増加しており今

後もこの傾向が予想されるため、当第１四半期連結累計期間より「ASPサービス関連事業」として区分表示する

ことに変更いたしました。この結果、従来の方法と比較して、電子材料その他事業の売上高は、1,246千円減少

し、営業損失は11,537千円減少しております。また、ASPサービス事業については、それぞれ同額増加しており

ます。 

5.収益の計上基準の変更  

当第１四半期連結会計期間から、電子材料その他事業に区分されている連結子会社である株式会社オー・エ

ヌ・シーにおいて機械装置販売における収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しておりま

す。これは同社において、当該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたこ

となどを契機として、より適切な期間損益計算を行うためのものであります。この変更により従来の方法によ

った場合と比較して、電子材料その他事業の売上高は49,900千円減少し、営業損失は12,730千円増加しており

ます。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

超精密計 

測センサ 

事業

光計測装 

置事業

電子機器

事業

電子材料

その他事

業

ASPサービ

ス関連事

業

投資育成

事業
計

消去又は 

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対

する売上高
775 730 ― 329,275 1,246 ― 332,026 ― 332,026

(2)セグメント間

の内部売上高又

は振替高

― 210 ― 303 ― ― 513 （513) ―

計 775 940 ― 329,578 1,246 ― 332,539 （513) 332,026

営業費用 743 1,926 ― 343,328 12,783 9,640 368,422 38,689 407,111

営業利益又は営

業損失（△）
31 △986 ― △13,749 △11,537 △9,640 △35,882 (39,202) △75,084

－ 8 －

㈱フォトニクス（7708）　平成21年６月期第１四半期決算短信



【所在地別セグメント情報】 
当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 
当連結会計年度(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 9 －
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前四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

「参考」

前年同四半期

(平成20年6月期第1四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 442,016

Ⅱ 売上原価 308,122

  売上総利益 133,894

Ⅲ 販売費及び一般管理費 183,229

  営業損失 49,335

Ⅳ 営業外収益 2,584

 １ 受取利息及び受取配当金 1,864

 ２ その他 719

Ⅴ 営業外費用 20,739

 １ 支払利息 1,480

 ２ 持分法投資損失 19,037

 ３ その他 221

  経常損失 67,490

Ⅵ 特別利益 650

 １ 貸倒引当金戻入益 567

 ２ その他 83

Ⅶ 特別損失 11,436

 １ 持分変動損失 1,257

 ２ 貸倒引当金繰入額 6,861

 ３ 前期損益修正損 3,317

  税金等調整前第１四半期純損失 78,276

  法人税、住民税及び事業税 17,450

  法人税等調整額 ―

  少数株主利益 △11,497

  第１四半期純損失 107,224
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

  

前年同四半期

(平成20年6月期第1四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前第１四半期純損失 △78,276

 ２ 減価償却費 3,463

 ３ のれん償却額 4,711

 ４ 退職給付引当金の増加(減少△)額 536

 ５ 貸倒引当金の増加(減少△)額 7,225

 ６ 受取利息及び受取配当金 △1,864

 ７ 支払利息 1,480

 ８ 持分法投資損失 19,037

 ９ 持分変動損失 1,257

 10 前期損益修正損 3,317

 11 投資育成有価証券売却益 △83

 12 為替差損益 372

 13 売上債権の減少(増加△)額 △116,226

 14 投資育成有価証券売上原価 30,000

 15 たな卸資産の減少(増加△)額 17,883

 16 仕入債務の増加(減少△)額 15,527

 17 消費税等の増加(減少△)額 △9,473

 18 その他 △4,469

    小計 △105,578

 19 利息及び配当金の受取額 6,144

 20 利息の支払額 △1,443

 21 法人税等の支払額 △20,203

    営業活動によるキャッシュ・フロー △121,080

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の純減(純増△) △75

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △1,871

 ３ 投資育成有価証券の取得による支出 △20,000

 ４ 貸付による支出 △22,000

 ５ その他 2,606

  投資活動によるキャッシュ・フロー △41,339

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増(純減△) 61,664

 ２ 少数株主への株式発行による収入 16,000

 ３ 投資育成有価証券株式の売却による収入 1,134

 ４ 少数株主からの株式の取得による支出 △22,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー 56,798

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △372

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △105,995

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 711,736

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 605,741
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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 

   前年同四半期（平成20年6月期第1四半期) 

 
注  1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各区分の主な製品 

 超精密計測センサ事業…精密計測機器、半導体製造関連機器、液晶検査・評価装置及び関連機器 

 光計測装置事業………光学計測機器 

 電子機器事業…………電子部品 

 電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸 

 投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得 

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（23,291千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。 

  

超精密計
測センサ
事業

光計測装
置事業

電子機器
事業

電子材料 投資育成
計

消去又は
連結その他事

業
事業 全社

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
― 565 19,575 391,875 30,000 442,016 ― 442,016

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 ― 390 ― 51,090 ― 51,480 -51,480 ―

計 ― 955 19,575 442,966 30,000 493,496 -51,480 442,016

営業費用 ― 1,777 21,784 401,364 43,133 468,060 23,291 491,351

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失
（△） ― △822 △2,208 41,601 △13,133 25,436 -74,772 △49,335
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