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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 20,819 ― 1,262 ― 1,401 ― 764 ―
20年3月期第3四半期 18,153 △9.5 1,116 △4.2 1,129 △4.8 944 16.9

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3四半期 102.31 ―
20年3月期第3四半期 125.03 ―

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3四半期 23,025 10,858 44.9 1,383.52
20年3月期 21,373 11,197 50.3 1,437.82

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,341百万円 20年3月期  10,747百万円

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  有   

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 ― 10.00 ― 18.00 28.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 16.00

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 23,000 △4.8 850 △36.1 950 △24.7 350 △66.3 46.82

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  

(注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、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 
・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。 
・本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成しており、実際の業績は今後起こりうるさまざまな要因により、異なる可
能性があります。  

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3四半期  7,739,548株 20年3月期  7,739,548株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  264,760株 20年3月期  264,485株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  7,474,920株 20年3月期第3四半期  7,550,624株
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当第３四半期連結累計期間における経済状況は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界規模
の金融不安の発生が、実体経済に大きな影響を与え、国内外の経済環境は著しく悪化してきており、当第
３四半期におきましても、個人消費や設備投資の急激な減速感が一段と強まって推移いたしました。 
このような経済状況のなか、当社グループは受注活動のさらなる推進、固定費の削減ならびに業務効率

の一層の改善を図るなど緊急の対策をとり、経営体質の一層の強化を図ってまいりました。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、主力製品でありますデジタルカメラ、ビデオカメラ等のデジタル

家電分野の売上高は、デジタルカメラ部品の新機種製品の受注が好調に推移したことから、前年同期比３
７．８％の増収となりました。自動車関連機器の売上高は、カーナビゲーション・エアコン・オーディオ
を含むセンターパネルユニットおよびＥＴＣ等の受注が前年同期比３．７％の減少とほぼ前年並みに推移
しました。また、プレス部品部門につきましては、第３四半期において急激な需要の減少による受注減に
より１０．０％の減少となりました。この結果、当第３四半期の連結売上高は前年同期に比べ１４．７％
増の２０８億１千９百万円となりました。 
また、利益面におきましては、デジタルカメラ部品等の受注が好調に推移し付加価値額が増加したこと

により、営業利益は前年同期比１３．１％増の１２億６千２百万円、経常利益は前年同期比２４．１％増
の１４億１百万円、当第３四半期純利益は、前期に計上していた固定資産売却益の減少、当期における投
資有価証券評価損４千８百万円の計上等により前年同期比１９．０％減の７億６千４百万円となりまし
た。 
次に事業の種類別セグメントの業績を申し上げますと、プラスチック成形事業につきましては、前述の

とおり主力製品でありますデジタルカメラ部品等の受注が好調に推移しました結果、売上高は、セグメン
ト間の内部売上高を含めて１７８億６千２百万円となり、営業利益は１０億１百万円となりました。 
精密プレス部品事業につきましては、デジタルカメラ、ビデオカメラを中心としたプレス部品の受注の

減少により、売上高は、セグメント間の内部売上高を含めて２７億９千３百万円となり、営業利益は２億
８千２百万円となりました。 
プリント基板事業につきましては、売上高は、セグメント間の内部売上高を含めて２億８千５百万円と

なり、営業損失が２千万円となりました。 
  

(１)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２２億３千３百万円増
加し、１４０億２千９百万円となりました。受取手形及び売掛金が３４億６千３百万円の増加及び現金及
び預金が９億７千７百万円、未収入金が２億３百万円減少したことなどによります。 
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５億８千万円減少し、８９億９千６百万円となりま

した。減価償却及び為替が円高に振れたことにより有形固定資産が５億２千１百万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１６億５千２万円増加し、２３０億２千５百万
円となりました。 
また、流動負債につきましては、前連結会計年度に比べ１６億８千８百万円増加し、８９億９千７百万

円となりました。支払手形及び買掛金が１０億３千２百万円の増加、短期借入金が７億２千９百万円、未
払法人税等が３億１千５百万円増加したことなどによります。 
固定負債につきましては、前連結会計年度に比べ３億３百万円増加し、３１億７千万円となりました。

長期借入金が２億９千３百万円増加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１９億９千１百万円増加し、１２１億６千７百万円となりました。 
純資産につきましては、前連結会計年度に比べ３億３千９百万円減少し、１０８億５千８百万円となり

ました。利益剰余金が５億５千５百万円の増加及び大幅な円高に伴い為替換算調整勘定が９億３百万円減
少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３四半期末における現金及び現金同等物は、１５億円となり、前連結会計年度末より９億２千５
百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益１３億４千３百万

円、非資金費用である減価償却費１１億２千４百万円、仕入債務の増加１２億１千３百万円及び売上債
権の増加３７億８千２百万円等により、営業活動全体として１億３千７百万円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出１３億９千６百

万円等により、投資活動全体として１４億５千４百万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） 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金による純収入額７億８千９百万円、
長期借入れによる収入１４億円及び長期借入金の返済による支出１２億２千万円等により、財務活動全
体として７億５千６百万円の収入となりました。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

ムトー精工㈱　（7927）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－2－



連結業績予想につきましては、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界規模の金融不安は、実
体経済に大きな影響を与えており、国内外の経済環境は著しく悪化してきており、今後の状況におきまし
ても厳しい状況が続くものと思われます。  
このような状況のもと当社グループにおきましても、主力のデジタルカメラ部品、自動車関連部品の需

要が急激に抑制された影響を受け、当第３四半期の半ば以降急激に受注が減少してまいりました。今後第
４四半期におきましても、厳しい状況が続くものと思われます。 
通期の連結業績予想につきましては、平成２１年１月３０日発表の「平成２１年３月期 業績予想の修

正に関するお知らせ」のとおり、売上高２３０億円、営業利益８億５千万円、経常利益９億５千万円、当
期純利益３億５千万円を見込んでおります。 
今後、国内外での更なる景気後退等、これまで以上に事業環境が大きく変化し、今後の業績予想数値に

修正が生じる場合は速やかに開示いたします。 
  

該当事項はありません。 
  

①当第３四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、第２四半期連結会計期
間末の実地棚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。 

②原価差異の配賦方法については、予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価
差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に事業の種類別セグメント区分によ
り実施する方法によっております。 

③海外連結子会社についての税金費用の計算については、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。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。 

  

①第１四半期連結会計期間より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 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
基準委員会 平成19年３月14日 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「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低価法から原価法（収益性低下によ
る簿価切り下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益に与える影響はありません。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 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」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と
して計上することにしております。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に8,006千円、無形固定資産に1,732千円
計上され、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期利益に与える影響はありません。 

④第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に
与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直
しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は
7,443千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載して
おります。 

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,884,736 2,861,930

受取手形及び売掛金 8,905,561 5,442,264

商品及び製品 834,381 840,431

仕掛品 999,585 765,708

原材料及び貯蔵品 996,037 1,169,081

未収還付法人税等 － 51,660

未収入金 221,303 424,443

繰延税金資産 57,492 71,662

その他 130,977 169,918

貸倒引当金 △886 △927

流動資産合計 14,029,190 11,796,174

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,755,326 2,982,609

機械装置及び運搬具（純額） 3,209,724 3,462,665

土地 1,298,379 1,298,379

建設仮勘定 48,918 127,854

その他（純額） 814,172 776,254

有形固定資産合計 8,126,520 8,647,763

無形固定資産 284,322 330,494

投資その他の資産   

投資有価証券 395,385 420,360

繰延税金資産 123,853 118,554

その他 85,828 78,517

貸倒引当金 △19,160 △18,560

投資その他の資産合計 585,907 598,871

固定資産合計 8,996,750 9,577,129

資産合計 23,025,940 21,373,303
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,437,995 4,405,757

短期借入金 1,016,924 287,634

1年内返済予定の長期借入金 1,400,230 1,514,960

未払法人税等 315,157 －

賞与引当金 88,108 172,170

その他 738,657 928,175

流動負債合計 8,997,073 7,308,698

固定負債   

長期借入金 2,423,675 2,129,764

退職給付引当金 434,192 391,543

役員退職慰労引当金 159,478 159,155

負ののれん 145,705 185,826

繰延税金負債 509 818

その他 7,021 －

固定負債合計 3,170,581 2,867,107

負債合計 12,167,655 10,175,805

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,235,713 2,235,713

利益剰余金 7,792,048 7,236,609

自己株式 △204,703 △204,502

株主資本合計 12,012,018 11,456,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,278 14,485

為替換算調整勘定 △1,627,203 △723,473

評価・換算差額等合計 △1,670,482 △708,987

少数株主持分 516,749 449,706

純資産合計 10,858,285 11,197,498

負債純資産合計 23,025,940 21,373,303
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 20,819,938

売上原価 17,009,447

売上総利益 3,810,490

販売費及び一般管理費 2,547,512

営業利益 1,262,977

営業外収益  

受取利息 23,565

受取配当金 5,670

為替差益 46,351

負ののれん償却額 51,364

その他 64,443

営業外収益合計 191,395

営業外費用  

支払利息 48,881

手形売却損 3,740

その他 17

営業外費用合計 52,639

経常利益 1,401,733

特別利益  

貸倒引当金戻入額 40

固定資産売却益 2,991

特別利益合計 3,031

特別損失  

固定資産売却損 1,674

固定資産除却損 10,053

投資有価証券評価損 48,541

ゴルフ会員権評価損 600

特別損失合計 60,869

税金等調整前四半期純利益 1,343,896

法人税等 464,334

少数株主利益 114,822

四半期純利益 764,739
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,343,896

減価償却費 1,124,184

のれん償却額 11,243

負ののれん償却額 △51,364

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,573

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 323

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,976

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40

受取利息及び受取配当金 △29,235

支払利息 48,881

投資有価証券評価損益（△は益） 48,541

ゴルフ会員権評価損 600

有形固定資産売却損益（△は益） △1,316

有形固定資産除却損 10,053

売上債権の増減額（△は増加） △3,782,043

たな卸資産の増減額（△は増加） △242,665

仕入債務の増減額（△は減少） 1,213,228

未払又は未収消費税等の増減額 31,908

その他 198,374

小計 △100,836

利息及び配当金の受取額 28,661

利息の支払額 △50,128

法人税等の支払額 △146,262

法人税等の還付額 130,789

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,776

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 △392,023

定期預金の払戻による収入 444,133

有形固定資産の取得による支出 △1,396,790

有形固定資産の売却による収入 9,741

無形固定資産の取得による支出 △15,917

投資有価証券の取得による支出 △94,699

その他 △8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,454,152
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 789,401

長期借入れによる収入 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,220,819

自己株式の取得による支出 △200

配当金の支払額 △209,300

少数株主からの払込みによる収入 124,712

少数株主への配当金の支払額 △123,814

その他 △3,063

財務活動によるキャッシュ・フロー 756,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △925,085

現金及び現金同等物の期首残高 2,425,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,500,112
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

(1) プラスチック成形事業……プラスチック成形部品及び金型 

(2) 精密プレス部品事業………精密プレス部品及び金型 

(3) プリント基板事業…………プリント基板 

３ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法

の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変

更しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「プラスチック成形事業」で2,138千円、「精

密プレス部品事業」で5,305千円減少しております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
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

17,840,446 2,700,477 279,014 20,819,938 ― 20,819,938

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

21,906 93,208 6,525 121,641 (121,641) ―

計 17,862,353 2,793,685 285,540 20,941,579 (121,641) 20,819,938

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,001,663 282,247 △20,932 1,262,977 ― 1,262,977
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア地域……ベトナム国、シンガポール国、中華人民共和国、マレーシア国 

３ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法

の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変

更しております。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は7,443千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア地域………東南アジア及び東アジア諸国 

(2) その他の地域……ヨーロッパ諸国及び中南米諸国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

日本 アジア地域 計 消去又は全社 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,212,404 4,607,533 20,819,938 ― 20,819,938

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

244,066 3,013,777 3,257,843 (3,257,843) ―

計 16,456,470 7,621,311 24,077,782 (3,257,843) 20,819,938

  営業利益 573,533 718,902 1,292,436 (29,458) 1,262,977

【海外売上高】

アジア地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,499,818 95,775 4,595,594

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 20,819,938

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.6 0.5 22.1

(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」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

区分 金額（千円）
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 18,153,122 100.0

Ⅱ 売上原価 14,826,250 81.7

 売上総利益 3,326,872 18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,210,199 12.2

 営業利益 1,116,672 6.1

Ⅳ 営業外収益

受取利息 18,995

受取配当金 5,361

負ののれん償却額 55,910

その他 38,823 119,091 0.7

Ⅴ 営業外費用

支払利息 47,391

手形売却損 5,735

為替差損 52,783

その他 67 105,977 0.6

 経常利益 1,129,785 6.2

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入額 187

固定資産売却益 109,260 109,448 0.6

Ⅶ 特別損失

固定資産売却損 566

固定資産除却損 4,531 5,097 0.0

 税金等調整前
1,234,136 6.8

 四半期純利益
 法人税、住民税

131,711
 及び事業税

 法人税等調整額 83,886 215,597 1.2

 少数株主利益 74,457 0.4

四半期純利益 944,080 5.2
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