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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 22,877 ― 586 ― 547 ― 306 ―

20年3月期第2四半期 16,305 △3.7 149 △79.8 5 △99.1 △706 ―

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 12.63 12.62
20年3月期第2四半期 △29.11 △28.93

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 30,503 7,656 17.0 315.59
20年3月期 31,495 6,943 15.9 286.20

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,195百万円 20年3月期  5,001百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 44,000 23.5 1,400 240.6 1,300 383.2 500 ― 20.61

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  無  

(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） 

詳細は、３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 
１．本資料に記載されている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。 
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 有

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  24,264,100株 20年3月期  24,261,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,367株 20年3月期  2,268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  24,261,380株 20年3月期第2四半期  24,255,403株



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（６か月）における国内経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融システム不安から金

融情勢の急速な悪化が進み、実体経済への波及が広がりつつあるなか、原油価格や原材料価格の高騰などにより、企

業収益や個人消費へも大きな影響がでてまいりました。 

 このような中、当社グループの中核事業である外食サービス事業においては、昨今の投資環境を踏まえ既存業態の

新規出店を抑制しつつも、「既存業態の強化」と「新規取得事業のバリューアップ」を基軸とする施策を確実に実施

したことで、店舗運営コストの効率化及びグループメリットによる調達原価の低減化等が功を奏し、既存店の収益体

質が良化いたしました。 

 また、印刷流通事業においては、主要顧客である出版業界の厳しい環境が続いておりますが、早期の再生に向け

て、業務の効率化とコストダウンを中心に、収益構造の抜本的な変革を推進しております。 

 これらの結果、当第２四半期（６か月）の当社グループの売上高は、22,877百万円となりました。また、営業利益

は 586百万円、経常利益は 547百万円、四半期純利益は 306百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

 当第２四半期（６か月）における外食サービス事業の売上高は、前連結会計年度において、新たにグループに加わ

った「北の家族」事業や㈱一源等の貢献に加え、㈱扇屋コーポレーション、㈱紅とんをはじめとする既存業態の回復

により、19,921百万円となりました。 

 当第２四半期（６か月）における印刷流通事業の売上高は、㈱暁印刷の事業縮小をはじめとする印刷流通事業の再

構築の影響もあり、3,088百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 992百万円減少し、30,503百万円となりました。これは、

前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が 898百万円減少したこと及び無形固定資産が 166百万円減少したこと等に

よるものであります。 

 一方、負債の部では、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が 187百万円、長期借入金が 1,289百万円減少したこ

と及び未払金が 555百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ 1,705百万円減少し 22,846

百万円となりました。 

 純資産の部は、剰余金の配当により資本剰余金が 120百万円減少しましたが、当社子会社である㈱NBKが、前連結

会計年度において取得した「北の家族」事業の事業譲受に伴い実施した優先株式の追加発行 500百万円等により、

713百万円増加し、7,656百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、17.0%、1株当り純資産は、315円59銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金調整前四半期純利益 561百万円、減価償却費 774百万円、のれん償却

費 218百万円、売上債権の減少 114百万円等により 1,965百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や既存店舗のリニューアル等に伴う固定資産の取得による支出

786百万円、「北の家族」事業譲受による支出 500百万円等により、1,743百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 411百万円、長期借入れによる収入 1,530百万円、長期

借入金返済 2,594百万円、増資（優先株式）の払込による収入 500百万円等により、1,120百万円の支出となりまし

た。 

 以上の結果、当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 898百万円減

少し、793百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期通期の連結業績見通しは、平成20年11月12日に公表いたしましたとおり、売上高 44,000百万円、

営業利益 1,400百万円、経常利益 1,300百万円、当期純利益 500百万円を見込んでおります。 

  



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 

 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、従来、主として最終仕入原価法によっておりました

が、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）が適用されたことに伴い、主として最終仕入原価法（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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））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これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であります。  

 なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  



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 793,724 1,691,833

受取手形及び売掛金 2,324,575 2,438,741

有価証券 20,856 27,440

商品 203,083 240,148

原材料 177,897 183,260

仕掛品 124,832 95,262

貯蔵品 45,546 58,904

繰延税金資産 241,333 183,677

その他 1,265,858 959,663

貸倒引当金 △173,394 △35,095

流動資産合計 5,024,313 5,843,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,630,418 10,723,750

機械装置及び運搬具（純額） 629,032 598,891

工具、器具及び備品（純額） 1,237,131 1,313,637

リース資産（純額） 202,813 －

土地 2,419,174 2,419,174

建設仮勘定 145,282 95,499

有形固定資産合計 15,263,852 15,150,953

無形固定資産   

のれん 2,950,111 3,157,674

その他 864,492 823,277

無形固定資産合計 3,814,603 3,980,952

投資その他の資産   

投資有価証券 365,794 262,935

長期貸付金 27,457 14,468

敷金及び保証金 4,870,695 4,952,123

繰延税金資産 996,226 1,116,822

その他 175,545 213,991

貸倒引当金 △38,746 △45,608

投資その他の資産合計 6,396,973 6,514,732

固定資産合計 25,475,430 25,646,638

繰延資産 3,793 5,410

資産合計 30,503,537 31,495,885



（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 3,344,578 3,367,976

短期借入金 6,892,646 7,079,782

未払金 758,071 1,313,249

未払費用 878,239 1,076,561

未払法人税等 214,227 105,862

賞与引当金 341,431 245,375

その他 738,741 482,646

流動負債合計 13,167,936 13,671,453

固定負債   

社債 90,000 100,000

長期借入金 9,009,779 10,299,078

その他 579,153 482,148

固定負債合計 9,678,932 10,881,226

負債合計 22,846,868 24,552,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,739,271 2,738,352

資本剰余金 3,321,047 3,441,426

利益剰余金 △809,485 △1,116,027

自己株式 △1,896 △1,809

株主資本合計 5,248,938 5,061,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53,648 △60,490

評価・換算差額等合計 △53,648 △60,490

新株予約権 61,378 41,754

少数株主持分 2,400,000 1,900,000

純資産合計 7,656,668 6,943,205

負債純資産合計 30,503,537 31,495,885



（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 22,877,588

売上原価 8,812,905

売上総利益 14,064,683

販売費及び一般管理費 13,478,673

営業利益 586,010

営業外収益  

受取利息及び配当金 9,285

協賛金収入 107,142

その他 60,025

営業外収益合計 176,453

営業外費用  

支払利息 192,606

その他 21,988

営業外費用合計 214,595

経常利益 547,868

特別利益  

固定資産売却益 1,581

貸倒引当金戻入額 13,147

保険差益 142,611

その他 2,656

特別利益合計 159,997

特別損失  

固定資産除却損 4,918

減損損失 50,318

その他 90,748

特別損失合計 145,984

税金等調整前四半期純利益 561,881

法人税、住民税及び事業税 196,496

法人税等調整額 58,842

法人税等合計 255,338

四半期純利益 306,542



（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 561,881

減価償却費 774,626

減損損失 50,318

のれん償却額 218,991

繰延資産償却額 1,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 131,437

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,056

新株予約権発行に伴うみなし人件費 21,460

受取利息及び受取配当金 △9,285

支払利息 192,606

為替差損益（△は益） △106

有価証券評価損益（△は益） 6,584

投資有価証券評価損益（△は益） 4,873

投資有価証券売却損益（△は益） 2,156

有形固定資産売却損益（△は益） △1,200

有形固定資産除却損 4,627

無形固定資産除却損 290

保険差益 △142,611

売上債権の増減額（△は増加） 114,165

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,214

その他の流動資産の増減額（△は増加） 117,696

仕入債務の増減額（△は減少） △23,397

預り保証金の増減額（△は減少） △3,697

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,253

小計 2,101,712

利息及び配当金の受取額 9,285

利息の支払額 △195,921

保険金の受取額 150,440

法人税等の支払額 △99,529

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,965,986



（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) 

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 △620,957

有形固定資産の売却による収入 3,952

無形固定資産の取得による支出 △165,347

投資有価証券の取得による支出 △126,792

投資有価証券の売却による収入 27,843

短期貸付金の増減額（△は増加） △385,668

長期貸付けによる支出 △15,000

長期貸付金の回収による収入 2,010

長期未収入金の増減額（△は増加） 7,159

営業譲受による支出 △500,109

敷金及び保証金の差入による支出 △96,836

敷金及び保証金の回収による収入 164,874

預り保証金の返還による支出 △594

預り保証金の受入による収入 2,010

その他 △39,829

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,743,287

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） △411,500

長期借入れによる収入 1,530,000

長期借入金の返済による支出 △2,594,935

長期未払金の増加による収入 72,297

長期未払金の返済による支出 △62,223

リース債務の返済による支出 △23,901

社債の償還による支出 △10,000

株式の発行による収入 2

少数株主からの払込みによる収入 500,000

自己株式の取得による支出 △86

配当金の支払額 △120,569

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,120,915

現金及び現金同等物に係る換算差額 106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △898,109

現金及び現金同等物の期首残高 1,691,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 793,724



 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. 事業区分の方法 

        製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業の2事業区 

   分しております。 

      2. 各事業区分の主な事業内容 

        a.外食サービス事業   ：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、刺身居酒屋「魚や一丁」、焼きとん居

酒屋「日本橋 紅とん」、居酒屋「北の家族」「食彩屋 一源」「甍の

波」、大阪風お好み焼き「ぼちぼち」、レストラン「オーブン亭」、その

他飲食店経営 

   b.印刷流通事業     ：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業 

   印刷物卸販売等 

      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の金額は、当第２四半期連結累計期間に

おいて 420,904千円であり、その主なものは親会社の管理部門等に係る費用であります。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４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重要な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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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。 

 
外食サービス事業

（千円） 
印刷流通事業 
（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 19,921,357 2,956,230 22,877,588 ― 22,877,588 

(2)セグメント間の内部売上高 510 132,225 132,735 (132,735) ― 

計 19,921,868 3,088,455 23,010,323 (132,735) 22,877,588 

営業利益又は営業損失（△） 1,049,200 △165,966 883,233 (297,223) 586,010 



「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   16,305,437 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,523,465 46.1 

売上総利益   8,781,972 53.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   8,632,360 52.9 

営業利益   149,611 0.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 2,051     

２．受取配当金 1,300     

３．その他 15,727 19,079 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 135,725     

２．有価証券評価損 11,938     

３．その他 15,186 162,850 1.0 

経常利益   5,840 0.0 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 8,894 8,894 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 226,318     

２．固定資産除却損 385,530     

３．投資有価証券評価損 34,470     

４．閉店損失 14,379     

５．たな卸資産廃棄損 122,050     

６．その他 15,541 798,289 4.9 

税金等調整前中間純損失   783,555 4.8 

法人税、住民税及び事業
税 71,295     

法人税等調整額 △140,766 △69,470 △0.4 

少数株主損失   7,930 0.0 

中間純損失   706,154 4.3 

       



（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損失 783,555 

減価償却費  582,528 

のれん償却費  177,146 

繰延資産償却費  2,359 

減損損失  226,318 

貸倒損失  1,082 

貸倒引当金の増加額  11,154 

賞与引当金の減少額  △53,902 

返品調整引当金の減少額  △5,500 

新株予約権発行に伴うみなし 
人件費 20,291 

受取利息及び受取配当金 △3,352 

支払利息  135,725 

為替差損 78 

固定資産除却損  385,530 

固定資産売却益  △8,186 

有価証券評価損  11,938 

投資有価証券評価損  34,470 

売上債権の減少額  298,938 

たな卸資産の減少額  15,082 

仕入債務の減少額 △69,127 

預り営業保証金の減少額  △6,164 

その他流動資産の増加額  △51,317 

その他流動負債の減少額  △154,500 

小計 767,041 

利息及び配当金の受取額  3,352 

利息の支払額  △129,628 

法人税等の支払額  △101,335 

営業活動によるキャッシュ・フロー 539,429 

 



 
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  

有価証券の取得による支出  △50,609 

有形固定資産の取得による支出  △974,935 

有形固定資産の売却による収入  55,919 

無形固定資産の取得による支出  △259,507 

投資有価証券の取得による支出  △122,806 

貸付金の減少額  1,066 

長期貸付金の回収による収入  4,013 

長期未収入金の回収による収入  143 

敷金・保証金の預入による支出  △263,828 

敷金・保証金の返還による収入  97,281 

預り保証金の減少額  △7,402 

その他の投資活動による収入  41,067 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,479,596 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加額  731,679 

長期借入金による収入  1,700,000 

長期借入金の返済による支出  △1,662,598 

長期未払金の返済による支出  △179,074 

株式発行による収入  1 

配当金の支払額  △120,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー 469,607 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 470,637 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,169,550 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 698,913 

   



（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. 事業区分の方法 

        製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業の2事業に区 

   分しております。 

      2. 各事業区分の主な事業内容 

        a.外食サービス事業   ：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、刺身居酒屋「魚や一丁」、大阪風お 

   好み焼き「ぼちぼち」、その他飲食店経営 

   b.印刷流通事業     ：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業 

   印刷物卸販売、遊戯機器の販売等 

      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の金額は 443,844千円であり、その主な

ものは親会社の管理部門等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） 

     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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔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） 

     海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

  

 
外食サービ
ス  事業 
（千円） 

流通印刷事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 12,750,037 3,555,399 16,305,437 － 16,305,437 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
35 84,891 84,927 (84,927) － 

計 12,750,073 3,640,290 16,390,364 (84,927) 16,305,437 

営業費用 12,175,111 3,803,591 15,978,702 177,122 16,155,825 

営業利益 574,962 △163,300 411,661 (262,050) 149,611 
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