
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ローヤル電機株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 6593 URL http://www.royal-elec.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 三浦 敏宏

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 加藤 洋一 TEL 03-5424-1860
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 1,460 △26.3 △138 ― △113 ― △62 ―

21年3月期第2四半期 1,982 △68.2 70 △93.7 64 △94.3 36 △94.9

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

22年3月期第2四半期 △14.58 ―

21年3月期第2四半期 8.65 ―

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3月期第2四半期 6,823 5,319 77.9 1,249.07
21年3月期 5,969 5,392 90.2 1,266.01

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,313百万円 21年3月期  5,385百万円

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3月期 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 12.50 12.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 4,051 16.5 9 ― 69 ― 128 ― 30.20
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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、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） 

(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、平成21年5月15日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成21年11月13日付の「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し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大きく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 無

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3月期第2四半期 4,342,554株 21年3月期  4,342,554株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  88,758株 21年3月期  88,738株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 4,253,796株 21年3月期第2四半期 4,255,283株
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  当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の秋以降急速に悪化した景気に、一部改善の兆しは見

えるものの、期待出来るレベルには程遠く、雇用情勢の厳しさもあり、依然設備投資は低迷しており、引き続き

厳しい環境で推移しました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、市場ニーズにあった新製品の開発・投入、一層の営業力の強

化による新規顧客の開拓、更なる品質や生産効率の向上等に総力をあげて取り組んでおります。企業再生支援事

業分野におきましては、従前からのゴルフ場再生を目的としたファンドへの投資による着実な収益に加え、アク

ア関連事業分野では地球環境に対する問題意識の高まりの中で、オゾン・マイクロナノバブル混合水発生装置に

対する認知度と期待感が上昇し、引合いと販売も徐々に増えつつある状況になってまいりました。 

 上記の経済環境のもと、当第２四半期連結会計期間における売上高は892百万円(前年同四半期比18.7%減)、営

業損失は33百万円(前年同四半期は営業利益59百万円)、経常損失は17百万円(前年同四半期は経常利益43百万

円)、四半期純利益は20百万円(前年同四半期比0.3減)となりました。 

  

  

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は6,823百万円（前期末比854百万円増加）、純資産は5,319百万円（前期

末比72百万円減少）、自己資本比率は77.9％（前期末90.2％）となりました。 

  総資産の増加は、自動巻線機製造販売事業を中心とする旧株式会社多賀製作所の事業を、当社設立の100％出資

の子会社である株式会社多賀製作所が金銭を対価として交付した吸収分割による事業用資産・負債を承継したこ

とに加え、新規借入に伴う現金預金の増加によります。 

  純資産の減少は、その他有価証券評価差額金が増加した一方で、四半期純損失の計上、配当金の支払があった

ことによるものであります。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間における業績と進捗状況を勘案し精査を行った結果、平成21年５月15日に発表した業績

予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、平成21年11月13日付公表の「平成22年３月期業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

  該当事項はありません。 

   

（簡便な会計処理） 

１. 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出する方法によっております。 

２. 固定資産の減価償却の算定方法 

  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の額を期間按分して算定する方法によ 

 っております。 

３．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 

  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ので、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・ 

 プランニングを使用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。  

   

  該当事項はありません。 

   

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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,264,458 877,568

受取手形及び売掛金 913,052 984,956

有価証券 17,881 16,751

営業投資有価証券 1,556,458 1,525,337

商品及び製品 162,560 183,318

仕掛品 238,439 82,911

原材料及び貯蔵品 386,963 275,875

販売用不動産 163,000 163,000

未収還付法人税等 － 332,769

繰延税金資産 14,101 －

その他 35,972 10,212

貸倒引当金 △444 △2,306

流動資産合計 4,752,443 4,450,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 322,428 271,260

機械装置及び運搬具（純額） 60,758 72,840

工具、器具及び備品（純額） 71,059 54,261

リース資産（純額） 38,714 －

土地 662,485 662,485

建設仮勘定 － 17,856

有形固定資産合計 1,155,445 1,078,703

無形固定資産   

借地権 32,841 32,841

のれん 401,185 －

その他 39,039 31,789

無形固定資産合計 473,066 64,631

投資その他の資産   

投資有価証券 343,705 297,991

繰延税金資産 － 11,918

その他 103,337 67,431

貸倒引当金 △4,218 △1,337

投資その他の資産合計 442,823 376,004

固定資産 2,071,336 1,519,339

資産合計 6,823,779 5,969,734
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 456,318 315,765

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 99,324 －

未払法人税等 9,091 15,212

未払消費税等 5,897 2,053

繰延税金負債 － 962

賞与引当金 39,483 52,508

その他 103,056 92,788

流動負債合計 913,171 479,291

固定負債   

長期借入金 242,399 －

繰延税金負債 11,971 －

退職給付引当金 292,994 80,292

役員退職慰労引当金 8,689 13,854

リース債務 31,360 －

その他 3,572 4,271

固定負債合計 590,986 98,418

負債合計 1,504,158 577,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448

資本剰余金 1,676,743 1,676,743

利益剰余金 2,289,973 2,383,903

自己株式 △201,118 △201,110

株主資本合計 5,304,047 5,397,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,616 35,312

繰延ヘッジ損益 △89 △160

為替換算調整勘定 △53,274 △47,783

評価・換算差額等合計 9,252 △12,631

少数株主持分 6,321 6,670

純資産合計 5,319,621 5,392,023

負債純資産合計 6,823,779 5,969,734
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,982,426 1,460,200

売上原価 1,615,262 1,268,191

売上総利益 367,163 192,009

販売費及び一般管理費 296,168 330,093

営業利益又は営業損失（△） 70,995 △138,084

営業外収益   

受取利息 938 252

受取配当金 2,933 3,969

有価証券評価益 － 1,130

持分法による投資利益 4,849 5,172

受取賃貸料 7,414 6,653

還付加算金 － 9,676

その他 10,628 9,769

営業外収益 26,764 36,625

営業外費用   

支払利息 140 1,312

有価証券評価損 1,073 －

為替差損 29,292 8,528

その他 2,847 1,937

営業外費用 33,353 11,778

経常利益又は経常損失（△） 64,406 △113,237

特別利益   

投資有価証券売却益 830 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 46,195

役員賞与引当金戻入額 3,000 －

特別利益合計 3,830 46,195

特別損失   

固定資産除却損 1,005 483

固定資産売却損 154 －

投資有価証券評価損 4,285 －

特別損失 5,446 483

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

62,790 △67,526

法人税等 25,798 △5,151

少数株主利益又は少数株主損失（△） 180 △348

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,811 △62,026
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

62,790 △67,526

減価償却費 47,923 47,480

のれん償却額 － 10,286

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,160 483

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,141 1,020

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,178 △13,024

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,710 △3,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,324 △45,350

受取利息及び受取配当金 △3,872 △4,221

支払利息 140 1,312

有価証券評価損益（△は益） 1,073 △1,130

投資有価証券評価損益（△は益） 4,285 －

持分法による投資損益（△は益） △4,849 △5,172

投資有価証券売却損益（△は益） △830 －

売上債権の増減額（△は増加） △57,483 90,019

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △23,068 △31,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,865 64,702

仕入債務の増減額（△は減少） 99,379 △34,918

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,488 3,843

為替差損益（△は益） 2,712 △5,830

その他 △113,766 △108,353

小計 △118,786 △100,649

利息及び配当金の受取額 4,347 4,503

利息の支払額 △422 △2,193

法人税等の還付額 － 337,833

法人税等の支払額 △507,083 △21,493

営業活動によるキャッシュ・フロー △621,944 217,999

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 △59,879 △20,054

投資有価証券の取得による支出 △1,596 △2,159

投資有価証券の売却による収入 304,057 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △12,747

事業譲受による支出 － △86,594

投資活動によるキャッシュ・フロー 242,581 △121,556
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 － 200,000

短期借入金の返済による支出 － △220,000

長期借入れによる収入 － 350,000

長期借入金の返済による支出 － △8,277

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,322

社債の償還による支出 △80,000 －

自己株式の取得による支出 △5,743 △7

配当金の支払額 △264,699 △31,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,442 287,393

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,796 3,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △727,009 386,889

現金及び現金同等物の期首残高 1,343,964 567,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 616,955 954,380
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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〕

  
送風機事業
（千円） 

住設事業 
（千円） 

モーター関
連事業 
（千円） 

企業再生支
援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
 732,772  213,410  21,476  130,195  1,097,854  －  1,097,854

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  732,772  213,410  21,476  130,195  1,097,854  －  1,097,854

営業利益  72,836  16,750  13,369  11,324  114,281  (△54,921)  59,359

  
送風機事

業 
（千円） 

住設事業 
（千円） 

アクア関
連事業 
（千円） 

自動巻線
機事業 
（千円） 
  

企業再生
支援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
 400,436  171,844  23,215  261,530  35,653  892,680  －  892,680

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  400,436  171,844  23,215  261,530  35,653  892,680  －  892,680

営業利益又

は営業損失

(△) 

 18,917  25,126  △4,581  △56,796  29,123  11,789  (△45,160)  △33,371
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  （注）１．事業区分の方法は製品の種類、性質、製造方法の類似性に基づく区分であり、各区分に属する主要

な製品等は、次のとおりであります。 

  

２．会計処理の方法の変更 

    前第２四半期累計期間 

  （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のための基本となる重要な事項等の変更」 １会計処理基準に関する事項の変

更 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)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り下げの方法)に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

３. 事業区分の方法の変更 

   当第２四半期累計期間 

   従来事業区分は「送風機事業」「住設事業」「モ－タ－関連事業」「企業再生支援事業」の４区分によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「送風機事業」「住設事業」「アクア関連事業」「自動巻線

機事業」「企業再生支援事業」の５区分に変更いたしました。従来の「モ－タ－関連事業」は金額的重要性

の面から、「送風機事業」に算入しております。    

    これは、セグメント情報の有効性を高めることを目的として、今回の株式会社多賀製作所の子会社化によ

る「自動巻線機事業」の追加、従来「企業再生支援事業」に含めて表示していたオゾンマイクロ・ナノバブ

ル混合水発生装置の販売等の事業は市場環境と事業の成長性を勘案し「アクア関連事業」に変更しておりま

す。 

  
送風機事業
（千円） 

住設事業 
（千円） 

モーター関
連事業 
（千円） 

企業再生支
援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
 1,428,165  391,861  28,658  133,741  1,982,426  －  1,982,426

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,428,165  391,861  28,658  133,741  1,982,426  －  1,982,426

営業利益  172,392  9,121  8,146  △7,370  182,290  (△111,295)  70,995

  
送風機事

業 
（千円） 

住設事業 
（千円） 

アクア関
連事業 
（千円） 

自動巻線
機事業 
（千円） 

  

企業再生
支援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
 774,041  355,728  31,747  261,530  37,153  1,460,200  －  1,460,200

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  774,041  355,728  31,747  261,530  37,153  1,460,200  －  1,460,200

営業利益又

は営業損失

(△) 

 △24,542  32,282  △19,384  △56,796  27,727  △40,713  (△97,370)  △138,084

① 送風機事業 小形送風機及び小形モーター 

② 住設事業 防水形照明器具等の住宅関連機器 

③ アクア関連事業 マイクロナノバブル発生装置 

④ 自動巻線機事業 各種巻線機並びに電気器具 

⑤ 企業再生支援事業 不動産の処理を含む企業再生支援 
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     なお、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連

結会計期間及び当第２四半期連結累計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになり

ます。 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  
送風機事

業 
（千円） 

住設事業 
（千円） 

アクア関
連事業 
（千円） 

自動巻線
機事業 
（千円） 

  

企業再生
支援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
 754,249  213,410  6,083  －  124,111  1,097,854  －  1,097,854

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  754,249  213,410  6,083  －  124,111  1,097,854  －  1,097,854

営業利益又

は営業損失

(△) 

 86,206  16,750  △10,516  －  21,841  114,281  (△54,921)  59,359

  
送風機事

業 
（千円） 

住設事業 
（千円） 

アクア関
連事業 
（千円） 

自動巻線
機事業 
（千円） 

  

企業再生
支援事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1)外部顧客に対

する売上高 
 1,456,823  391,861  9,629  －  124,111  1,982,426  －  1,982,426

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  1,456,823  391,861  9,629  －  124,111  1,982,426  －  1,982,426

営業利益又

は営業損失

(△) 

 180,539  9,121  △18,979  －  11,609  182,290  (△111,295)  70,995
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

  

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30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。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） 中国（千円） 計（千円）
消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  1,045,333  52,521  1,097,854  －  1,097,854

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 14,702  159,926  174,628  (△174,628)  －

計  1,060,035  212,447  1,272,482  (△174,628)  1,097,854

営業利益  35,756  9,008  44,764  (14,595)  59,359

  日本（千円） 中国（千円） 計（千円）
消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  879,939  12,741  892,680  －  892,680

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 41,172  62,128  103,300  (△103,300)  －

計  921,112  74,869  995,981  (△103,300)  892,680

営業損失(△)  △48,191  △4,237  △52,428  (19,057)  △33,371

  日本（千円） 中国（千円） 計（千円）
消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  1,883,416  99,009  1,982,426  －  1,982,426

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 30,441  303,715  334,157  (△334,157)  －

計  1,913,858  402,724  2,316,583  (△334,157)  1,982,426

営業利益  30,870  11,397  42,267  (28,727)  70,995

  日本（千円） 中国（千円） 計（千円）
消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  1,414,629  45,571  1,460,200  －  1,460,200

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 45,070  139,659  184,729  (△184,729)  －

計  1,459,699  185,230  1,644,930  (△184,729)  1,460,200

営業損失(△)  △145,928  △11,851  △157,780  (19,696)  △138,084

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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