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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 44,227 ― △1,234 ― △1,510 ― △1,593 ―

20年3月期第3四半期 48,594 2.2 913 49.7 939 122.1 △49 ―

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 △21.47 ―

20年3月期第3四半期 △0.63 ―

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 70,626 28,566 38.1 362.16
20年3月期 76,823 31,469 38.4 397.82

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  26,876百万円 20年3月期  29,526百万円

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  

（注）平成21年３月期の期末配当につきましては、当期の通期実績と来年度の業績見通し等を勘案して検討を行うこととし、現時点では未定とさせて頂き、平成21年３月
期の決算発表時に開示する予定としております。  

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 65,400 △8.8 △280 ― △530 ― △1,000 ― △13.48

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 
（１）業績予想につきましては発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と
異なる場合があります。 
（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 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3月期第3四半期  78,219,507株 20年3月期  78,219,507株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,008,809株 20年3月期  3,999,292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  74,215,457株 20年3月期第3四半期  77,237,298株
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 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年秋の米国の金融危機に端を発し、世界的に景気が急激に後退した

影響を受け、個人消費の落込みの拡大、企業収益の悪化に伴い先行きの不透明感がより一層強まりました。 

   このような状況の下で、当社グループは市場ニーズに対応すべく新製品の開発・市場投入と一層の経営効率化をす

すめ、業績の向上に取り組んでまいりました。 

   これらの結果、売上高は44,227百万円、営業損失1,234百万円、経常損失1,510百万円となりました。当四半期純損

失は、国土交通省４地方整備局より他業者と連帯で受けている情報表示整備工事に係わる損害賠償請求のうち、当社

に係わる291百万円、及び米国特許裁判に係る訴訟関連損失308百万円を特別損失に計上した結果、1,593百万円とな

りました。 

    事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  ＜照明部門＞ 

 照明部門では、前期は好調でありました道路・トンネル分野の需要が一巡したことに加え、道路特定財源をめぐ

る混乱の影響で関連工事がストップしたことや不動産・建設不況が本格化したことにより、売上高25,227百万円、

営業損失449百万円となりました。  

  ＜光応用部門＞ 

 光応用部門では、前期終盤からの需要の低迷に加え、昨年秋からの企業収益の急激な落込みによる設備投資の中

止、延期や厳しい価格競争による販売価格の低下の影響等により、売上高18,405百万円、営業利益613百万円とな

りました。 

  ＜その他部門＞ 

 その他部門では、売上高594百万円、営業損失0百万円となりました。 

 なお、当社グループの売上・利益は期末に集中する季節的傾向があり、各四半期の売上高及び利益は通期実績の

水準に比べ乖離が大きくなっております。 

   所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

  ①日本 

 照明部門、光応用部門ともに景気の急激な後退による需要減少等の影響により、売上高40,945百万円、営業利益

58百万円となりました。 

  ②北米 

 米国景気の失速および為替変動の影響により、売上高3,198百万円、営業利益135百万円となりました。 

    ③アジア 

 アジア経済の減速や大型案件の受注減少により、売上高860百万円、営業利益69百万円となりました。 

  ④ヨーロッパ 

 景気減速のなか販売体制効率化により、売上高98百万円、営業損失0百万円となりました。 

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 

 当第３四半期における総資産は70,626百万円となり、前連結会計年度末と比べ6,196百万円の減少となりました。

その主な要因は、資産の部では現金預金の減少4,456百万円、売掛金・受取手形の減少4,486百万円および棚卸資産の

増加1,906百万円であります。負債の部では買掛金・支払手形の減少3,506百万円であります。純資産の部では第３四

半期純損失1,593百万円による利益剰余金の減少であります。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計期間末に比べ4,456百万円減少し、7,879

百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は3,022百万円となりました。主な減少要因

は、税金等調整前四半期純損失2,228万円、たな卸資産の増加2,036百万円、仕入債務の減少3,456百万円であり、

主な増加要因は、売上債権の減少4,398百万円によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は1,486百万円となりました。主な減少要因

は、有形固定資産の取得1,360百万円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果増加した資金は229百万円となりました。主な減少要因は、

短期借入金の返済6,494百万円、長期借入金の返済2,387百万円、配当金の支払額372百万円であり、主な増加要因

は、短期借入金の借入7,143百万円、長期借入金の借入2,561百万円によるものです。  

  



 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成21年１月26日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

該当事項はない。  

① 簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 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、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いる。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっている。   

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、原則として、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利

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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算している。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示している。  

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 

①「四半期財務諸表による会計基準」等の適用 

 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

している。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いる。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法に基づく原価法によっていたが、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、総平均法による原価法（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）により算定している。これにより当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四

半期純損失はそれぞれ602百万円増加している。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

いる。  

③「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」の適用  

 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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用している。これによる損益に与える影響はない。 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 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

ていたが、「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、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い

る。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、残存価格を零とする定額法を採用している。また、平成20年３月31日以前に契約した所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、従来どおり賃貸借処理を継続する方法を適用している。これ

による損益に与える影響は軽微である。 

⑤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、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、

第２四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更している。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

98百万円増加している。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いる。  



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 8,731 13,187

受取手形及び売掛金 15,323 19,809

商品及び製品 7,396 6,105

仕掛品 1,698 1,900

原材料及び貯蔵品 4,536 3,718

その他 3,451 2,156

貸倒引当金 △80 △72

流動資産合計 41,056 46,806

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,190 12,216

その他（純額） 9,173 9,194

有形固定資産合計 21,364 21,410

無形固定資産 807 807

投資その他の資産 7,395 7,794

固定資産合計 29,568 30,013

繰延資産 1 3

資産合計 70,626 76,823

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,348 15,855

短期借入金 3,347 2,698

1年内返済予定の長期借入金 52 2,360

1年内償還予定の社債 3,900 －

未払法人税等 111 273

賞与引当金 214 943

その他の引当金 64 115

その他 2,994 2,838

流動負債合計 23,033 25,085

固定負債   

社債 － 3,900

長期借入金 3,383 902

退職給付引当金 9,816 9,519

その他の引当金 246 260

負ののれん 516 637

その他 5,062 5,048

固定負債合計 19,025 20,268

負債合計 42,059 45,353



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,174 6,175

利益剰余金 10,221 12,196

自己株式 △936 △934

株主資本合計 24,100 26,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 424 609

土地再評価差額金 3,076 3,067

為替換算調整勘定 △725 △228

評価・換算差額等合計 2,775 3,449

少数株主持分 1,690 1,943

純資産合計 28,566 31,469

負債純資産合計 70,626 76,823



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 44,227

売上原価 33,444

売上総利益 10,782

販売費及び一般管理費 12,017

営業損失（△） △1,234

営業外収益  

受取利息 39

受取配当金 77

負ののれん償却額 150

持分法による投資利益 42

その他 87

営業外収益合計 397

営業外費用  

支払利息 153

退職給付会計基準変更時差異の処理額 235

為替差損 258

その他 27

営業外費用合計 674

経常損失（△） △1,510

特別利益  

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 6

役員賞与引当金戻入益 5

その他 1

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除売却損 31

損害賠償金 291

訴訟関連損失 308

その他 100

特別損失合計 732

税金等調整前四半期純損失（△） △2,228

法人税等 △629

少数株主損失（△） △6

四半期純損失（△） △1,593



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △2,228

減価償却費 1,511

負ののれん償却額 △150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △116

支払利息 164

為替差損益（△は益） 26

持分法による投資損益（△は益） △42

有形固定資産除売却損益（△は益） 29

損害賠償損失 291

売上債権の増減額（△は増加） 4,398

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,036

仕入債務の増減額（△は減少） △3,456

その他 △682

小計 △2,280

利息及び配当金の受取額 138

利息の支払額 △200

損害賠償金の支払額 △291

法人税等の支払額 △388

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,022

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 △1,360

有形固定資産の売却による収入 40

投資有価証券の取得による支出 △56

投資有価証券の売却による収入 9

貸付けによる支出 △120

貸付金の回収による収入 111

その他 △110

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,486

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 7,143

短期借入金の返済による支出 △6,494

長期借入れによる収入 2,561

長期借入金の返済による支出 △2,387

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △372

少数株主への配当金の支払額 △210

その他 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 229

現金及び現金同等物に係る換算差額 △177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,456

現金及び現金同等物の期首残高 12,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,879



 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）を適用している。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いる。 

  

 該当事項はない。 

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．事業区分の方法    製品の種類別区分による。 

    ２．各事業区分の主要製品 照明部門……………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱

灯、その他一般照明 

光応用部門…………情報機器（道路情報装置、IT、電子部品等）、特殊用途用光

源・器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療

他）、電子線照射装置（改質、滅菌他） 

その他部門…………電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス 

３．会計方針の変更 

（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」②に記載のとおり、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

適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「照明部

門」の営業損失は451百万円増加し、「光応用部門」の営業利益は150百万円減少している。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「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」⑤に記載のとおり、当社及

び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、第２四

半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べ、当第３四半期連結累計期間の「照明部門」の営業損失は59百万円増加し、「光応用部門」の営業利益

は38百万円減少している。 

  

（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〕 

  
照明部門 
（百万円） 

光応用部門
（百万円） 

その他部門
（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  25,227 18,405 594  44,227  － 44,227

(2） 
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － －  －  － －

計  25,227 18,405 594  44,227  － 44,227

 営業利益 (△は営業損失)  △449 613 △0  163  △1,397 △1,234



  

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いる。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ 

(2）アジア…………中国、シンガポール 

(3）ヨーロッパ……イギリス 

３．会計方針の変更 

（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」②に記載のとおり、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

適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の

営業利益は602百万円減少している。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「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」⑤に記載のとおり、当社及

び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に固定資産の使用状況等を検討した結果、第２四

半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は98百万円減少している。 

  

  

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いる。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ 

(2）アジア……………中国、シンガポール、台湾、韓国 

(3）ヨーロッパ………イギリス 

(4）その他の地域……オーストラリア 

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る。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）
ヨーロッパ
（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  40,269 3,183 675 98  44,227  － 44,227

(2） 
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 676 14 184 －  875  △875 －

  計  40,945 3,198 860 98  45,102  △875 44,227

営業利益 (△は営業損失)  58 135 69 △0  263  △1,497 △1,234

〔海外売上高〕 

    北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,367  7,594  386  393  11,741

Ⅱ 連結売上高（百万円）          44,227

Ⅲ 
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 7.6  17.2  0.9  0.9  26.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はない。 

  



    「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書   

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高       48,594

Ⅱ 売上原価  35,530

売上総利益  13,063

Ⅲ 販売費及び一般管理費  12,149

営業利益  913

Ⅳ 営業外収益  461

１．受取利息       63

２．受取配当金  80

３．持分法による投資利益   58

４．負ののれん償却額   140

５．その他   119

Ⅴ 営業外費用  435

１．支払利息   158

２．退職給付変更時差異償却額   234

３．その他  43

経常利益  939

Ⅵ 特別利益  19

１．固定資産売却益  1

２．その他   17

Ⅶ 特別損失  646

１．固定資産売却除却損  40

２．たな卸資産廃棄損       238

３．クレーム処理費      145

４．クレーム処理引当金繰入額   110

５．その他   112

税金等調整前四半期純利益  312

 法人税、住民税及び事業税  312

 少数株主利益  49

四半期純損失（△） △49



前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

 当社は、米国フィリップス社とのプロジェクター用ランプに関する米国特許裁判（提起日：平成15年１月８日）に

おいて、平成21年１月30日（現地時間）、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、当社製品が米国フィリップス社

の米国特許を侵害しているとの判決が下され、総額約6,104万ドル（判決前利息込み）の損害賠償を認定した。 

  なお、当社の顧客が当該米国特許を侵害する製品を米国内で販売するにつき、当社が当社の顧客に対して特許侵害

に関する損失補償を与えることにより同特許の侵害を積極的に誘引することを禁止する等の差止命令については、米

国フィリップス社との合意により無効となり、判決において差止命令は出されなかった。 

 当該判決に対し、当社は判決を不服として直ちに上訴し、係争を継続するとともに、米国フィリップス社との交渉

を今後も継続する予定である。 

 なお、当社は認定された賠償額（判決前利息込み）に二審判決までの利息相当概算額を加えた約6,350万ドル相当

の銀行保証を得て、裁判所にボンドを差入れるという上訴手続を進めている。 

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
照明部門 
（百万円） 

光応用部門
（百万円） 

その他部門
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  27,933  20,020  639  48,594  －  48,594

営業利益（△は営業損失）  1,176  1,447  △135  2,487  △1,573  913

６．その他の情報 
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