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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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 ％

22年2月期第2四半期 75,804 ― 5,259 ― 5,023 ― 2,270 ―

21年2月期第2四半期 91,011 4.3 2,807 △40.9 2,901 △39.2 1,042 △61.5

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

22年2月期第2四半期 249.62 ―

21年2月期第2四半期 108.62 ―

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

22年2月期第2四半期 62,870 18,425 29.3 2,024.46
21年2月期 58,773 15,836 26.9 1,704.02

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  18,416百万円 21年2月期  15,829百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 41.00 ― 0.00 41.00

22年2月期 ― 38.00

22年2月期 
（予想）

― 38.00 76.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 150,000 △8.4 8,000 104.8 7,700 192.2 3,400 ― 373.75
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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．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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予想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上記業績予想とは異なることがあります。 
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「四半期財務諸表等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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 10,688,800株 21年2月期  10,688,800株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  1,591,736株 21年2月期  1,591,730株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期  9,097,068株 21年2月期第2四半期  9,597,077株
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 当第２四半期連結累計期間（以下、「当第２四半期」）の売上高は、前年同期比16.7％減となりました。売上高の

減少は、ガリバー直営店における買取台数の減少及び連結子会社・株式会社ジー・トレーディング（JQ：3348）の売

上高の減少が主な要因です。 

 買取台数は減少しましたが、新サービスの展開やプロモーション活動など一連の強化施策が功を奏した結果、ガリ

バー直営店における中古車の小売台数が約20,500台と前年同期比55％増となりました。一般消費者へ販売を行う小売

りは中古車オークションを通して中古車事業者に販売する卸売りよりも利益率が高く、利益率を高めた主因となって

おります。販売費及び一般管理費につきましては、コスト削減の取り組みにより前年同期と比べて減少しました。 

 その他に、営業外費用に連結子会社・株式会社ジー・トレーディングにおいて発生した為替差損254百万円を計上し

ております。また、固定資産除却損471百万円など特別損失922百万円を計上しております。  

 以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高75,804百万円（前年同期比16.7％減）、営業利益5,259百万円（前年同

期比87.4％増）、経常利益5,023百万円（前年同期比73.2％増）、四半期純利益2,270百万円（前年同期比117.8％増）

となりました。   

当第２四半期の営業利益及び経常利益は、過去最高益を更新する結果となりました。  

  セグメント別の業績は次のとおりです。  

［中古車販売事業］ 

当事業の売上高は、前記のとおり、ガリバー直営店における買取台数の減少及び連結子会社・株式会社ジー・ト

レーディングの売上高の減少によって減少しました。売上高は減少しましたが、中古車オークションを通して中古

車事業者に販売する卸売りよりも利益率の高い一般消費者向けへの小売りの台数が増加したことにより利益率が改

善したことや、新規採用を抑制による人件費等の減少に伴い販売費及び一般管理費が減少したことにより営業利益

は増加しました。 

なお、8月末におけるガリバー直営店の店舗数は、287店舗（前年同期末比14店舗純減、前期末比21店舗純減）と

なりました。 

結果として、売上高は70,071百万円と前年同期比15,376百万円（18.0％）減となり、営業利益は6,160百万円と前

年同期比2,007百万円（48.4％）増となりました。 

  

［金融事業］ 

金融事業を行う株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスは、ガリバー直営店における小売台数の伸びに比

例してオートローン件数が増加したことにより、売上高が増加しました。一方、業容の拡大に伴って人件費や支払

手数料等が増加した結果、販売費及び一般管理費は増加しました。なお、オートローン件数の増加に伴い、金融事

業における売掛金が、24,266百万円と前期末と比べ5,903百万円（32.1％）増となりました。 

結果として、売上高は3,996百万円と前年同期比1,067百万円（36.5%）増となり、営業利益は371百万円と前年同

期比275百万円（286.2%）増となりました。 

  

［その他の事業］ 

8月末におけるガリバー加盟店の店舗数は、130店舗（前年同期末比17店舗純減、前期末比15店舗純減）となった

ため、ガリバー加盟店から得る収益が減少しました。また、陸送事業を行う連結子会社・株式会社ハコボーの売上

高が減少しました。 

結果として、売上高は4,708百万円と前年同期比908百万円（16.2％）減となり、営業利益は1,051百万円と前年同

期比350百万円（25.0％）減となりました。 

  

なお、文中の前年同期比は適用される会計基準が異なるため、参考情報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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［資産の部］ 

 当四半期末の資産の部合計は、62,870百万円（前期末比7.0％増）となりました。 

 流動資産は、売上債権及び販売目的で保有するたな卸資産が増加した一方、現金及び預金が減少したことなどによ

り、45,006百万円（前期末比12.0％増）となりました。 

 固定資産は、ガリバー直営店舗を抑制するなど、設備投資が減少したことなどから、17,864百万円（前期末比

3.8％減）となりました。 

  

［負債の部］ 

 当四半期末の負債の部合計は、44,445百万円（前期末比3.5％増）となりました。 

 流動負債は、短期借入金の返済などにより、37,652百万円（前期末比7.9％減）となりました。 

 固定負債は、長期借入金が増加したことなどにより、6,793百万円（前期末比227.4％増）となりました。 

  

［純資産の部］ 

 当四半期末の純資産の部合計は、四半期純利益に伴う利益剰余金の増加などにより18,425百万円（前期末比16.4％

増）となり、自己資本比率は29.3％（前期末比2.4％増）となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年9月29日に公表しました業績予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

・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する方法により算定

しております。 

・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に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げにあたっては、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もり、簿価切下げを行っております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法により算定しております。 

・連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務を相殺消去しております。 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法等により相

殺消去しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

  

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

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
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①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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）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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 たな卸資産については、従来、主として個別法による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、主として個別法による原価法（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、この変更に伴う影響は軽微であります。 

（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８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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,640 4,215 

受取手形及び売掛金 27,929 23,296 

商品 9,032 8,111 

営業貸付金 2,248 2,287 

繰延税金資産 680 456 

その他 2,468 2,784 

貸倒引当金 △993 △951 

流動資産合計 45,006 40,202 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,695 11,011 

減価償却累計額 △3,304 △3,241 

建物及び構築物（純額） 7,391 7,770 

車両運搬具 80 53 

減価償却累計額 △56 △39 

車両運搬具（純額） 23 13 

工具、器具及び備品 3,396 3,204 

減価償却累計額 △2,199 △2,039 

工具、器具及び備品（純額） 1,197 1,164 

土地 409 409 

建設仮勘定 1 164 

有形固定資産合計 9,023 9,522 

無形固定資産   

のれん 62 77 

ソフトウエア 1,755 1,545 

その他 67 72 

無形固定資産合計 1,885 1,695 

投資その他の資産   

投資有価証券 199 118 

関係会社株式 123 150 

長期貸付金 157 158 

敷金及び保証金 3,184 3,953 

建設協力金 2,973 2,530 

繰延税金資産 363 434 

その他 364 406 

貸倒引当金 △411 △400 

投資その他の資産合計 6,954 7,352 

固定資産合計 17,864 18,571 

資産合計 62,870 58,773 
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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８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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,688 2,993 

短期借入金 23,283 28,643 

未払金 2,451 3,259 

未払法人税等 2,181 567 

預り金 499 166 

賞与引当金 604 559 

製品保証引当金 455 354 

事業整理損失引当金 38 － 

その他 4,451 4,317 

流動負債合計 37,652 40,862 

固定負債   

長期借入金 5,083 624 

長期預り保証金 884 874 

役員退職慰労引当金 443 425 

負ののれん 120 138 

その他 262 11 

固定負債合計 6,793 2,074 

負債合計 44,445 42,937 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,157 4,157 

資本剰余金 4,032 4,032 

利益剰余金 21,039 18,768 

自己株式 △11,465 △11,465 

株主資本合計 17,763 15,492 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52 △8 

為替換算調整勘定 600 345 

評価・換算差額等合計 653 336 

新株予約権 3 4 

少数株主持分 5 2 

純資産合計 18,425 15,836 

負債純資産合計 62,870 58,773 
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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21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 75,804 

売上原価 53,431 

売上総利益 22,373 

販売費及び一般管理費 17,113 

営業利益 5,259 

営業外収益  

受取利息 4 

受取手数料 6 

負ののれん償却額 18 

その他 65 

営業外収益合計 95 

営業外費用  

支払利息 74 

為替差損 236 

その他 20 

営業外費用合計 331 

経常利益 5,023 

特別利益  

前期損益修正益 33 

投資有価証券売却益 22 

貸倒引当金戻入額 14 

その他 26 

特別利益合計 97 

特別損失  

前期損益修正損 334 

固定資産除却損 471 

事業整理損 66 

その他 50 

特別損失合計 922 

税金等調整前四半期純利益 4,198 

法人税、住民税及び事業税 2,119 

法人税等調整額 △194 

法人税等合計 1,924 

少数株主利益 2 

四半期純利益 2,270 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

売上高 38,312 

売上原価 26,910 

売上総利益 11,401 

販売費及び一般管理費 8,873 

営業利益 2,528 

営業外収益  

受取利息 3 

受取手数料 1 

負ののれん償却額 9 

その他 35 

営業外収益合計 50 

営業外費用  

支払利息 33 

為替差損 1 

その他 6 

営業外費用合計 40 

経常利益 2,538 

特別利益  

前期損益修正益 1 

投資有価証券売却益 22 

貸倒引当金戻入額 △23 

その他 8 

特別利益合計 8 

特別損失  

前期損益修正損 211 

固定資産除却損 42 

その他 25 

特別損失合計 280 

税金等調整前四半期純利益 2,266 

法人税、住民税及び事業税 812 

法人税等調整額 119 

法人税等合計 931 

少数株主利益 △1 

四半期純利益 1,335 
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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21年３月１日 
 至 平成21年８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 4,198 

減価償却費 837 

のれん償却額 13 

負ののれん償却額 △18 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 

賞与引当金の増減額（△は減少） 44 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 100 

受取利息及び受取配当金 △4 

支払利息 74 

為替差損益（△は益） 236 

固定資産除却損 471 

売上債権の増減額（△は増加） △4,969 

たな卸資産の増減額（△は増加） △962 

営業貸付金の増減額（△は増加） 39 

未払消費税等の増減額（△は減少） 76 

仕入債務の増減額（△は減少） 744 

その他 620 

小計 1,574 

利息及び配当金の受取額 4 

利息の支払額 △74 

法人税等の支払額 △523 

営業活動によるキャッシュ・フロー 981 

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 △255 

無形固定資産の取得による支出 △590 

投資有価証券の売却による収入 43 

敷金及び保証金の差入による支出 △30 

敷金及び保証金の回収による収入 99 

建設協力金の支払による支出 △41 

建設協力金の回収による収入 106 

その他 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △648 

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） △2,109 

長期借入れによる収入 5,000 

長期借入金の返済による支出 △3,791 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △901 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △575 

現金及び現金同等物の期首残高 4,215 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,640 
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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21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

  

（注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な商品又は役務の名称 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
中古車販売

事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 69,153 3,268 3,382 75,804 －  75,804 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
917 728 1,325 2,970 △2,970  － 

計 70,071 3,996 4,708 78,775 △2,970 75,804 

営業利益 6,160 371 1,051 7,583 △2,323 5,259 

事業区分 主要商品又は役務の名称 

中古車販売事業 当社直営店等における中古自動車の買い取り及び販売 

金融事業 
連結子会社の株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおい

て、オートローンの取り扱い等の金融事業における役務の提供 

その他の事業 
車の買取と販売を行う「ガリバー」及び「画像販売システム」設置店

の運営に係るフランチャイズ事業における役務の提供 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        91,011  100.0

Ⅱ 売上原価        70,157  77.1

売上総利益        20,853  22.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        18,045  19.8

営業利益        2,807  3.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  9            

２．受取配当金  0            

３．受取手数料   2            

４．為替差益   74            

５．その他   113  200  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  82            

２．その他  25  107  0.1

経常利益        2,901  3.2

Ⅵ 特別利益                  

１．保険差益  13  13  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  92            

２．過年度役員退職慰労引当
金繰入額  376            

３．過年度商品保証引当金繰
入額  185            

４．その他  23  677  0.7

税金等調整前中間純利益        2,237  2.5

法人税、住民税及び事業
税  1,416            

法人税等調整額  △203  1,212  1.3

少数株主損失        △17  △0.0

中間純利益        1,042  1.2
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（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20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

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  2,237

減価償却額   1,113

賞与引当金の増加額   23

貸倒引当金の増加額   59

商品保証引当金の増加額   243

役員退職慰労引当金の増加額   399

受取利息及び受取配当金   △10

支払利息   82

固定資産除却損   71

売上債権の増加額   △3,971

たな卸資産の増加額   △3,340

仕入債務の増加額   1,334

営業貸付金の増加額   △177

未払消費税等の増加額   4

その他   △872

小計  △2,803

利息及び配当金の受取額   10

利息の支払額   △82

法人税等の支払額   △1,246

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,121

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   △300

有形固定資産の取得による支出   △1,416

有形固定資産の売却による収入   192

無形固定資産の取得による支出   △165

関係会社株式取得による支出   △50

貸付けによる支出   △1

貸付金の回収による収入   1

敷金・保証金等の増減額   95

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,644

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   5,761

長期借入金返済による支出   △125

長期借入れによる収入   100

自己株式の取得による支出   △0

配当金の支払額   △834

少数株主に対する配当金の支払額  △5

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,895

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  18

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減
少額） 

 △851

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,639

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,788
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前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な商品又は役務の名称 

  

    全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため記載を省略しております。 

  

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。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
中古車販売 

事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

その他の事業 
（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  84,695  2,223  4,092  91,011 ―  91,011

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 751  705  1,525  2,981 (2,981) ― 

計  85,447  2,928  5,617  93,992 (2,981)  91,011

営業費用  81,294  2,832  4,215  88,342 (139)  88,203

営業利益  4,152  96  1,401  5,650 (2,842)  2,807

事業区分 主要商品又は役務の名称 

中古車販売事業 当社直営店等における中古自動車の買い取り及び販売 

金融事業 
連結子会社の株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービスにおい

て、オートローンの取り扱い等の金融事業における役務の提供 

その他の事業 
車の買取と販売を行う「ガリバー」及び「画像販売システム」設置店

の運営に係るフランチャイズ事業における役務の提供 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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