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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 7,966 ― 1,809 ― 1,827 ― 889 ―

20年5月期第2四半期 7,244 △0.4 1,272 △6.0 1,252 △14.9 733 △14.7

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5月期第2四半期 70.54 ―

20年5月期第2四半期 57.04 ―

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5月期第2四半期 14,503 12,149 83.8 980.99
20年5月期 14,202 12,047 84.8 936.05

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  12,149百万円 20年5月期  12,047百万円

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5月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年5月期 ― 12.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 12.00 24.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 12,780 4.7 1,700 32.3 1,700 34.3 810 20.5 65.40

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、４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、４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 
・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。 
・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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  12,936,793株 20年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  552,277株 20年5月期  66,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  12,605,445株 20年5月期第2四半期  12,852,529株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退、金融危機などの影響を受け、株

式・為替市場、原材料等商品市場の大幅な変動や信用収縮、企業の生産減・設備投資の抑制、さらには雇

用情勢の悪化など、極めて厳しい局面となりました。  

 こうした状況のもと、当社主要事業であるディスクロージャービジネスにおいては、金融商品取引法改

正に伴う売上高の増加要因はあったものの、この事業に密接に関連する証券市場は、大幅な下落に転じ、

ＩＰＯ（新規上場）を含む企業のファイナンスも一段と減少したことにより売上高は伸び悩み、投資有価

証券には、大幅な評価損が生じるなど、当社を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しました。  
(1) 売上高 

当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期間比722百万円(10.0%)増加し、7,966百万円となりま
した。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、同法の改正の影響により、四半期報告書、XBRL関連売上

等が増加しました。一方、M&Aや企業倒産の増加等による上場会社数の減少により、有価証券報告書

等の売上は減少いたしました。 

 この結果、売上高は前年同期間比959百万円(35.4%)増加し、3,671百万円となりました。 

・ 会社法関連製品の売上高は、招集通知発送の早期化傾向により前期中の納品が増加した株主総会招

集通知等を中心に前年同期間比109百万円(6.8%)減少し、1,514百万円となりました。 

・ ＩＲ関連製品の売上高は、銀行等のディスクロージャー誌を中心に前年同期間比35百万円(1.5%)増

加し、2,358百万円となりました。 

・ その他製品の売上高は、法定公告の減少等により前年同期間比162百万円(27.8%)減少し、421百万

円となりました。 
(2) 営業利益 

上記の通り、金融商品取引法関連製品の増収効果により、原価率の改善が図られ、営業利益は前年同

期間比537百万円（42.2%）増加し、1,809百万円となりました。 
(3) 経常利益 

営業外収益33百万円、営業外費用15百万円を加減し、経常利益は前年同期間比575百万円（46.0%）増

加し、1,827百万円となりました。 
(4) 四半期純利益 

株価下落による投資有価証券評価損が281百万円発生しましたものの、税金等調整前四半期純利益は

前年同期間比259百万円（20.5%）増加し、1,526百万円となり、四半期純利益は前年同期間比156百万円

（21.3%）増加し、889百万円となりました。 
  
 なお、当社の売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半
期の売上高及び営業費用が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  
※ 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。従いまし
て、当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間連結損益計算書と
では、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

【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
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(1) 財政状態の変動状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.2％増加し、6,336百万円となりました。これは、現金

及び預金が925百万円増加し、仕掛品が543百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、8,167百万円となりました。これは、投資有

価証券が470百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、14,503百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.9％増加し、2,279百万円となりました。これは、未払法

人税等が619百万円増加し、買掛金が233百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.7％減少し、75百万円となりました。これは、退職給付

引当金が7百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.3％増加し、2,354百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.8％増加し、12,149百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が734百万円増加し、自己株式を501百万円取得したことなどによります。 
(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ926百万円増加し、3,812百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は1,929百万円となりました。  

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,526百万円、たな卸資産の減少額548百万円であ

り、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額233百万円、未払費用の減少額143百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は248百万円となりました。  

収入の主な内訳は、投資事業組合からの分配による収入25百万円であり、支出の主な内訳は、有

形・無形固定資産の取得による支出203百万円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）  

 財務活動の結果使用した資金は755百万円となりました。  

これは、主に自己株式の取得による支出501百万円、配当金の支払額153百万円、短期借入金の返済

による支出100百万円であります。 

  

経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成20年７月３日発表の予想を修正いたしまし

た。 

 詳細は、平成20年12月16日公表の「投資有価証券評価損の計上ならびに平成21年５月期（第72期）業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

該当事項はありません。 

  

・ 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。 

・ 「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）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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（受取受講料の計上区分の変更） 

従来、受取受講料についての収益及び費用は、それぞれ「営業外収益」及び「販売費及び一般管理

費」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「売上高」及び「売上原価」に計上区分

を変更しております。 

 これは、受取受講料が主たる営業活動に含まれる業務の成果としての性格を有しており、その重要

性が増したため「売上高」及び「売上原価」として計上することがより適切であると判断したためで

あります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が8,299千円、営業利益が16,752千円それぞれ

増加しておりますが、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純利益に影響はありません。 
  

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
①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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会計基準等の改正に伴う変更

②会計基準等の改正に伴う変更以外の変更
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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11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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,483,624 2,558,212 

受取手形及び売掛金 2,097,214 1,930,078 

有価証券 337,943 332,930 

仕掛品 246,534 790,488 

原材料及び貯蔵品 37,491 42,388 

繰延税金資産 99,963 44,464 

その他 43,910 53,851 

貸倒引当金 △10,266 △3,844 

流動資産合計 6,336,415 5,748,569 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,014,199 3,010,145 

減価償却累計額 △1,911,567 △1,874,820 

建物及び構築物（純額） 1,102,631 1,135,324 

機械装置及び運搬具 2,049,915 2,056,572 

減価償却累計額 △1,575,700 △1,525,065 

機械装置及び運搬具（純額） 474,215 531,507 

土地 3,170,483 3,170,483 

その他 357,306 364,717 

減価償却累計額 △281,283 △280,578 

その他（純額） 76,022 84,138 

有形固定資産合計 4,823,353 4,921,454 

無形固定資産 

ソフトウエア 830,756 786,515 

その他 53,872 41,586 

無形固定資産合計 884,629 828,102 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,832,734 2,303,540 

繰延税金資産 250,100 36,381 

前払年金費用 170,439 182,194 

その他 232,048 193,216 

貸倒引当金 △26,194 △11,355 

投資その他の資産合計 2,459,128 2,703,977 

固定資産合計 8,167,110 8,453,534 

資産合計 14,503,526 14,202,104 
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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11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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 410,773 644,220 

短期借入金 － 100,000 

未払法人税等 837,945 218,110 

未払費用 765,062 908,372 

役員賞与引当金 12,820 22,110 

その他 252,697 181,063 

流動負債合計 2,279,298 2,073,876 

固定負債 

退職給付引当金 1,830 9,093 

役員退職慰労引当金 73,330 71,430 

その他 － 75 

固定負債合計 75,161 80,599 

負債合計 2,354,459 2,154,475 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,049,318 2,049,318 

資本剰余金 1,998,966 1,998,964 

利益剰余金 8,726,851 7,992,074 

自己株式 △557,894 △56,676 

株主資本合計 12,217,241 11,983,680 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △68,175 63,947 

評価・換算差額等合計 △68,175 63,947 

純資産合計 12,149,066 12,047,628 

負債純資産合計 14,503,526 14,202,104 
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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６月１日 
至 平成20年11月30日) 

売上高 7,966,713 

売上原価 4,036,701 

売上総利益 3,930,011 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 100,208 

運賃及び荷造費 130,675 

役員報酬 58,710 

給料及び手当 1,075,522 

役員賞与引当金繰入額 12,820 

退職給付引当金繰入額 39,232 

役員退職慰労引当金繰入額 7,652 

福利厚生費 212,916 

修繕維持費 38,091 

租税公課 31,485 

減価償却費 43,145 

賃借料 63,201 

その他 306,806 

販売費及び一般管理費合計 2,120,467 

営業利益 1,809,543 

営業外収益 

受取利息 3,859 

受取配当金 11,965 

その他 18,003 

営業外収益合計 33,828 

営業外費用 

支払利息 895 

投資事業組合運用損 3,956 

その他 10,559 

営業外費用合計 15,411 

経常利益 1,827,961 

特別利益 

投資有価証券売却益 7,600 

特別利益合計 7,600 

特別損失 

固定資産除却損 3,399 

投資有価証券売却損 1,000 

投資有価証券評価損 281,808 

貸倒引当金繰入額 15,871 

その他の投資評価損 6,589 

特別損失合計 308,668 

税金等調整前四半期純利益 1,526,893 

法人税、住民税及び事業税 816,240 

法人税等調整額 △178,574 

法人税等合計 637,666 

四半期純利益 889,226 
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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６月１日 
至 平成20年11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 1,526,893 

減価償却費 249,078 

引当金の増減額（△は減少） 6,608 

受取利息及び受取配当金 △15,825 

支払利息 895 

売上債権の増減額（△は増加） △181,974 

たな卸資産の増減額（△は増加） 548,851 

仕入債務の増減額（△は減少） △233,447 

未払費用の増減額（△は減少） △143,310 

投資有価証券評価損益（△は益） 281,808 

その他 78,264 

小計 2,117,841 

利息及び配当金の受取額 15,726 

利息の支払額 △895 

法人税等の支払額 △202,846 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,929,827 

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 △19,315 

無形固定資産の取得による支出 △183,843 

投資有価証券の取得による支出 △76,415 

投資有価証券の売却による収入 10,600 

投資事業組合からの分配による収入 25,069 

その他 △4,664 

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,569 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △100,000 

配当金の支払額 △153,928 

自己株式の取得による支出 △501,293 

その他 77 

財務活動によるキャッシュ・フロー △755,144 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 926,113 

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,643 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,812,756 
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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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ

ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

在外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］ 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より501,217千円増加

し、557,894千円となっております。これは主に、平成20年７月３日開催の取締役会の決議に基づき、

平成20年８月１日から平成20年10月17日にかけて、信託方式による市場買付により当社普通株式

485,000株を、総額499,980千円にて取得したためであります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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６月１日  

  至 平成19年11月30日)

区分 金額（千円）
百分比 

（％）

Ⅰ 売上高 7,244,127 100.0 

Ⅱ 売上原価 3,972,192 54.8 

   売上総利益 3,271,935 45.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 1. 販売促進費 98,304

 2. 荷造運賃 145,464

 3. 役員報酬 62,430

 4. 給与手当 986,626

 5. 役員賞与引当金繰入額 11,770

 6. 退職給付引当金繰入額 25,914

 7. 役員退職慰労引当金繰入額 5,278

 8. 福利厚生費 196,697

  9. 修繕維持費 25,541

 10. 租税公課 28,653

 11. 減価償却費 40,479

 12. 賃借料 69,891

 13. その他 302,672 1,999,725 27.6

   営業利益 1,272,210 17.6 

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 3,946

 2. 受取配当金 7,080

 3. 受取受講料 10,492

 4. その他 13,780 35,299 0.5

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 1,408

 2. 株式交付費 394

 3. 投資事業組合投資損失 51,385

 4. その他 2,023 55,211 0.8

   経常利益 1,252,298 17.3 
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前中間連結会計期間  

(自 平成19年６月１日  

  至 平成19年11月30日)

区分 金額（千円）
百分比 

（％）

Ⅵ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 20,812

 2.  役員生命保険収入 1,137 21,950 0.3

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却損 100

 2. 固定資産除却損 6,033

 3. 投資有価証券評価損 89

 4. 貸倒引当金繰入額 705 6,927 0.1

   税金等調整前中間純利益 1,267,321 17.5 

   法人税、住民税及び事業税 540,355

   法人税等調整額 △ 6,137 534,217 7.4 

   中間純利益 733,104 10.1 

宝印刷㈱（7921）　平成21年５月期第２四半期決算短信

－11－



 
  

(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６月１日  

  至 平成19年11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 1,267,321

   減価償却費 211,485

   引当金の減少額 △ 41,739

   受取利息及び受取配当金 △ 11,027

   支払利息 1,408

   投資有価証券売却益 △ 20,812

   固定資産除却損 6,033

   売上債権の増加額 △ 99,872

   たな卸資産の減少額 356,054

   仕入債務の減少額 △ 172,009

   未払費用の減少額 △ 199,413

   投資事業組合投資損失 51,385

   その他 51,421

    小計 1,400,235

   利息及び配当金の受取額 11,025

   利息の支払額 △ 1,408

   法人税等の支払額 △ 213,104

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,196,748

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 △ 110,264

   無形固定資産の取得による支出 △ 280,922

   投資有価証券の取得による支出 △ 449,679

   投資有価証券の売却による収入 35,286

   投資事業組合への出資による支出 △ 100,611

   投資事業組合からの分配による収入 50,841

   その他 5,881

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 849,467

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 20,684

   配当金の支払額 △ 153,520

   自己株式の取得による支出 △ 790

   その他 △ 384

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 134,010

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 213,270

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,352,274

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,565,544
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該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であ

ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

在外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］ 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報
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 当第２四半期連結累計期間における生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第２四半期連結累計期間における受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

  

6．その他の情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

製品区分 生産高（千円）

金融商品取引法関連 3,671,797

会社法関連 1,514,349

ＩＲ関連 2,358,786

その他 421,779

合計 7,966,713

② 受注状況

製品区分 受注高（千円） 受注残高（千円）

金融商品取引法関連 3,098,533 289,548

会社法関連 532,926 57,748

ＩＲ関連 1,604,675 420,050

その他 435,832 119,982

合計 5,671,966 887,330

③ 販売実績

製品区分 販売高（千円）

金融商品取引法関連 3,671,797

会社法関連 1,514,349

ＩＲ関連 2,358,786

その他 421,779

合計 7,966,713
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