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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5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11月期第2四半期 27,539 ― △505 ― △433 ― △1,300 ―

20年11月期第2四半期 48,374 5.8 7,559 3.3 7,099 △1.7 3,814 △3.5

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11月期第2四半期 △13.52 ―

20年11月期第2四半期 39.58 ―

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11月期第2四半期 118,061 64,366 49.9 613.04
20年11月期 122,383 70,453 52.5 666.71

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  58,896百万円 20年11月期  64,251百万円

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11月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年11月期 ― ―

21年11月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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  
 平成21年6月26日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の数値から変更はありません。詳細については、同資料をご参照ください。 

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 54,000 △44.3 △3,400 ― △3,300 ― △3,400 ― △35.39
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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 

・業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
・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 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日 内閣府
令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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11月期第2四半期 98,955,226株 20年11月期  98,955,226株

② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  2,882,571株 20年11月期  2,583,649株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 96,180,201株 20年11月期第2四半期 96,391,899株

- 2 -



当第２四半期連結累計期間は、前期の金融危機の影響が実体経済に波及し、企業収益の大幅な減少や雇
用情勢の悪化等、低調な経済状況が続きました。 
当精密機械工具業界においては、主要ユーザーである自動車関連産業での減産幅の縮小等、全般として

市場の下げ止まり感はあるものの、工具需要に対する底打ち感は乏しく、低調のまま推移しました。当社
グループにおいても、国内外での需要の低迷とそれに対応する生産調整の実施、円高傾向の継続等、厳し
い事業環境が続きました。 
当社グループは、需要の急減に対応するため全社的なコスト削減に取り組んできましたが、売上高の急

減と生産調整の長期化による固定費率の上昇を補うことはできず、営業利益、経常利益及び四半期純利益
ともに損失を計上する結果となりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は売上高275億３千９百万円（前年同期比43.1%

減）、営業損失５億５百万円（前年同期は75億５千９百万円の利益）、経常損失４億３千３百万円（前年
同期は70億９千９百万円の利益）、四半期純損失は13億円（前年同期は38億１千４百万円の利益）となり
ました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、手元流動性維持のために現金及び預金、有価証券が増
加しましたが、受取手形及び売掛金が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して43億２千２百万
円減少し、1,180億６千１百万円となりました。 
一方負債は、支払手形及び買掛金、未払費用が減少しましたが、短期借入金が増加したことにより、前

連結会計年度末と比較して17億６千４百万円増加し、536億９千４百万円となりました。 
また、純資産は利益剰余金、為替換算調整勘定が減少したため、前連結会計年度末と比較して60億８千

７百万円減少し、643億６千６百万円となりました。この結果、自己資本比率は49.9％と前連結会計年度
末と比較して2.6ポイント減少しました。 

  

（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の残高は226億１千８百万円となり、前連結

会計年度末と比較して80億６千万円の増加となりました。 
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は47億６千７百万円の収入となりました。増加要因は、減価償

却費28億６千４百万円、売上債権の減少額64億８千２百万円、法人税等の還付額37億４千７百万円等であ
り、減少要因は、たな卸資産の増加額19億１千２百万円、仕入債務の減少額23億３千５百万円、未払費用
の減少額21億２千６百万円等であります。 
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は27億７千８百万円の支出となりました。主な要因は、定期預

金の預入による支出７億４千２百万円、有形固定資産の取得による支出15億９千９百万円によるもので
す。 
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は66億３千２百万円の収入となりました。増加要因は、短期借

入金による純増加額89億９千２百万円、長期借入れによる収入10億円であり、減少要因は、長期借入金の
返済18億８千２百万円、配当金の支払額11億５千６百万円等であります。 

  

平成21年６月26日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の数値から変更はありません。詳細
については、同資料をご参照ください。 

・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

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。 
  

税金費用の計算 

一部の連結子会社は、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。 

  

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 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。 
なお、四半期連結財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正
後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、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、主として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）により算定しております。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

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、連結決算上必要な修正を行っておりま
す。 
 なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 
④「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）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）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

の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
なお、この変更が損益に与える影響はありません。 

⑤ヘッジ会計の方法の変更 
当社は為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については特例として認められた振当処理を行

っておりましたが、業務プロセスの体制が整備されたことに伴い、事務処理の効率化・簡素化を図ると
ともに、営業外損益として表示されるヘッジ目的の為替予約等に係る損益をより適切に把握するため、
第１四半期連結会計期間より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成11年１月22日)
による原則的処理、すなわちヘッジ対象である外貨建金銭債権債務を改訂外貨基準の原則に従い決算日
レートで円貨に換算し、換算差額を損益として処理するとともに、為替予約（予定取引に係るものを除
く）については時価評価を行うことに変更しております。この変更は、デリバティブ取引に関する損益
をより的確に表示し、企業の財務内容をより実状に即して表示するために行ったものであります。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 
  

(追加情報) 

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に伴い資産の利用状況等を勘案した結果、
第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数の見直しを実施しました。 
なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

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)

(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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,893 15,232

受取手形及び売掛金 11,000 18,908

有価証券 7,003 6

商品及び製品 16,995 15,464

仕掛品 2,327 3,257

原材料及び貯蔵品 4,115 3,920

その他 2,456 6,875

貸倒引当金 △161 △196

流動資産合計 60,631 63,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,666 16,509

機械装置及び運搬具（純額） 15,345 17,282

土地 11,110 10,388

その他（純額） 2,555 2,784

有形固定資産合計 44,677 46,964

無形固定資産   

のれん 953 1,295

その他 3,004 2,805

無形固定資産合計 3,958 4,101

投資その他の資産   

投資有価証券 3,314 2,495

その他 5,744 5,625

貸倒引当金 △264 △273

投資その他の資産合計 8,794 7,848

固定資産合計 57,429 58,914

資産合計 118,061 122,383

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,967 5,844

短期借入金 22,286 13,476

1年内返済予定の長期借入金 3,714 3,922

未払法人税等 635 1,578

賞与引当金 170 184

役員賞与引当金 8 210

その他 4,685 7,677

流動負債合計 34,469 32,894
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

固定負債   

長期借入金 16,495 17,385

退職給付引当金 292 310

役員退職慰労引当金 48 45

その他 2,388 1,294

固定負債合計 19,225 19,035

負債合計 53,694 51,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 14,197 14,351

利益剰余金 44,950 47,665

自己株式 △3,869 △3,697

株主資本合計 65,683 68,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 393 △141

繰延ヘッジ損益 △15 △62

為替換算調整勘定 △7,165 △4,268

評価・換算差額等合計 △6,787 △4,471

少数株主持分 5,470 6,201

純資産合計 64,366 70,453

負債純資産合計 118,061 122,383
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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：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 27,539

売上原価 19,257

売上総利益 8,282

販売費及び一般管理費 8,787

営業損失（△） △505

営業外収益  

受取利息 99

受取配当金 25

助成金収入 394

その他 291

営業外収益合計 812

営業外費用  

支払利息 312

売上割引 190

為替差損 121

その他 115

営業外費用合計 740

経常損失（△） △433

特別利益  

固定資産売却益 7

その他 0

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産除却損 47

ゴルフ会員権評価損 58

役員退職慰労金 45

その他 13

特別損失合計 174

税金等調整前四半期純損失（△） △599

法人税、住民税及び事業税 630

法人税等調整額 △61

法人税等合計 569

少数株主利益 131

四半期純損失（△） △1,300
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５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（△） △599

減価償却費 2,864

のれん償却額 241

有形固定資産除却損 47

有形固定資産売却損益（△は益） 1

投資有価証券評価損益（△は益） 11

受取利息及び受取配当金 △125

支払利息 312

持分法による投資損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 6,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,912

仕入債務の増減額（△は減少） △2,335

未払費用の増減額（△は減少） △2,126

その他 △216

小計 2,646

利息及び配当金の受取額 109

利息の支払額 △266

法人税等の支払額 △1,469

法人税等の還付額 3,747

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,767

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 △742

定期預金の払戻による収入 8

有形固定資産の取得による支出 △1,599

有形固定資産の売却による収入 21

投資有価証券の取得による支出 △3

子会社株式の取得による支出 △52

その他 △409

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,778

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） 8,992

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,882

自己株式の取得による支出 △171

配当金の支払額 △1,156

少数株主への配当金の支払額 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 △560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,060

現金及び現金同等物の期首残高 14,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,618
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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 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。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であ

り、事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高

及び営業損益はいずれも全体の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。  

  

【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12月１日 至 平成21年５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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
  

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
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。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 13,936 4,902 2,932 5,768 27,539 ─ 27,539

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,105 131 2 421 3,660 (3,660) ─

計 17,041 5,033 2,935 6,189 31,200 (3,660) 27,539

営  業  費  用 18,863 4,802 2,834 5,425 31,925 (3,880) 28,044

営業利益又は営業損失(△) △1,821 231 100 764 △725 220 △505

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 4,829 3,069 5,863 1 13,764

Ⅱ連結売上高(百万円) 27,539

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 11.2 21.3 0.0 50.0

(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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(単位：百万円) 

 
  

  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)中間連結損益計算書

科  目

前中間連結会計期間
(自 平成19年12月１日
 至 平成20年５月31日)

金額

Ⅰ 売上高 48,374

Ⅱ 売上原価 29,958

   売上総利益 18,415

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,856

   営業利益 7,559

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 84

 2. その他 388

  営業外収益合計 473

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 338

 2. その他 595

  営業外費用合計 933

   経常利益 7,099

Ⅵ 特別利益 75

Ⅶ 特別損失 151

   税金等調整前 
   中間純利益

7,023

   税金費用 2,751

   少数株主利益 457

   中間純利益 3,814
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(単位：百万円) 

 
  

(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

科  目
前中間連結会計期間

(自 平成19年12月１日
 至 平成20年５月31日)

区分 金額

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 7,023

   減価償却費 3,436

   のれん償却額 68

   貸倒引当金の増減額(減少：△) △6

   役員賞与引当金の増減額(減少：△) △128

   退職給付引当金の増減額(減少：△) 20

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 2

   有形固定資産の除却損 34

   有形固定資産の売却益 △42

   投資有価証券の評価損 66

   投資有価証券の売却益 △0

   受取利息及び受取配当金 △93

   支払利息 338

   売上債権の増減額(増加：△) △120

   たな卸資産の増減額(増加：△) △562

   仕入債務の増減額(減少：△) 378

   未払費用の増減額(減少：△) 204

   その他 △562

              小計 10,057

   利息及び配当金の受取額 90

   利息の支払額 △321

   法人税等の支払額 △3,177

  営業活動によるキャッシュ・フロー 6,649

Ⅱ 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 △326

   定期預金の払戻による収入 9

   有価証券の売却による収入 0

   投資有価証券の取得による支出 △3,030

   投資有価証券の売却による収入 14

   有形固定資産の取得による支出 △3,659

   有形固定資産の売却による収入 419

   無形固定資産の取得による支出 △659

   子会社株式の取得による支出 △430

   その他 △54

  投資活動によるキャッシュ・フロー △7,716

Ⅲ 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(減少：△) △240

   長期借入れによる収入 3,000

   長期借入金の返済による支出 △1,543

   配当金の支払額 △1,347

   少数株主への配当金の支払額 △173

   自己株式の取得による支出 △3

  財務活動によるキャッシュ・フロー △307

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △453

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △1,827

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,323

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,495
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【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であり、

事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高及び営

業損益はいずれも全体の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。  

  

【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12月１日 至 平成20年５月31日) 

 
  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日) 

 
  

  

 
  

  

(3)セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 26,763 8,103 4,597 8,909 48,374 ─ 48,374

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 5,599 208 19 555 6,382 (6,382) ─

計 32,363 8,311 4,616 9,465 54,756 (6,382) 48,374

営  業  費  用 28,896 7,070 3,863 7,739 47,571 (6,756) 40,814

営  業  利  益 3,466 1,240 752 1,725 7,185 374 7,559

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 7,975 4,764 9,236 2 21,978

Ⅱ連結売上高(百万円) 48,374

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.5 9.8 19.1 0.0 45.4

(4)販売の状況

品  目  別

前中間連結会計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

切削工具

ねじ切り工具 14,686 8,763

ミーリングカッター 12,422 6,624

その他切削工具 10,828 6,047

計 37,937 21,435

転造工具 4,035 2,241

測定工具 744 435

その他

機械 2,222 1,601

LHS 545 349

その他 2,889 1,476

計 5,657 3,426

合 計 48,374 27,539
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