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名工建設㈱(1869)平成22年3月期決算短信

受注高・売上高・繰越高（個別）

（１）受注高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 47,697 64.4 45,564 65.8 △2,132 △4.5

建　　築　 26,350 35.6 23,708 34.2 △2,641 △10.0

計 74,047 100.0 69,273 100.0 △4,773 △6.4

官 公 庁 7,702 10.4 12,772 18.4 5,069 65.8

鉄道関係 48,924 66.1 41,508 59.9 △7,415 △15.2

民　　間 17,419 23.5 14,991 21.7 △2,428 △13.9

計 74,047 100.0 69,273 100.0 △4,773 △6.4

（２）売上高 （単位　　百万円）

 　区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

完 成 工 事 高 ％ ％ ％

土　　木 44,063 65.0 47,334 63.4 3,270 7.4

建　　築 23,726 35.0 27,271 36.6 3,544 14.9

計 67,790 100.0 74,605 100.0 6,814 10.1

官 公 庁 8,000 11.8 9,938 13.3 1,937 24.2

鉄道関係 43,447 64.1 44,944 60.3 1,497 3.4

民　　間 16,343 24.1 19,722 26.4 3,379 20.7

計 67,790 100.0 74,605 100.0 6,814 10.1

兼業事業売上高 357 ― 474 ― 117 32.8

総 売 上 高 68,148 ― 75,080 ― 6,932 10.2

（３）次期繰越高 （単位　　百万円）

区　　分 前 期 構成比 当 期 構成比
対 前 期
比 較 増 減

増減率

％ ％ ％

土　　木　 36,086 64.0 34,317 67.2 △1,769 △4.9

建　　築　 20,323 36.0 16,760 32.8 △3,562 △17.5

計 56,410 100.0 51,078 100.0 △5,331 △9.5

官 公 庁 9,634 17.1 12,469 24.4 2,834 29.4

鉄道関係 31,336 55.5 27,900 54.6 △3,435 △11.0

民　　間 15,438 27.4 10,708 21.0 △4,730 △30.6

計 56,410 100.0 51,078 100.0 △5,331 △9.5
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（１）経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の回復に支えら

れて、昨年春以降は輸出や生産が増加に転じ、景気は緩やかな回復の動きを続けています。

しかしながら、設備投資や消費は低迷を続け、厳しい雇用環境もさしたる改善がみられず、

自律的回復力はなお弱い状況が続いております。

　建設業界におきましては、民間設備投資や住宅投資が極度の低迷を続けるなかで、公共投

資も昨年夏以降は減少に転じ、受注環境は非常に厳しい状況が続いております。

　こうした状況のなかで、当社グループは安全と品質確保並びに技術力向上に重点を置き事

業を推進しました。当連結会計年度の業績を分析しますと以下の通りであります。

　受注高は70,136百万円と前期比5,185百万円（6.9％）減少しました。受注高の内訳は、土

木工事が45,572百万円（前期比4.5％減少）、建築工事が24,564百万円（前期比11.0％減少）

であります。また、発注者別では、官公庁12,876百万円、鉄道関係41,508百万円、民間

15,751百万円で、その構成比率はそれぞれ18.4％、59.2％、22.4％となりました。

１．経営成績

　売上高は、期初繰越工事高が多かったことや進行基準の全面適用の影響などから、前期比

6,504百万円（9.3％）増加して76,367百万円となりました。売上高の内訳は、完成工事高が

75,801百万円、兼業事業売上高が565百万円であります。完成工事高のうち、土木工事は

47,344百万円（前期比7.4％増加）、建築工事は28,456百万円（前期比12.9％増加）であり

ます。また、発注者別では、官公庁9,998百万円、鉄道関係44,944百万円、民間20,858百万

円で、その構成比はそれぞれ13.2％、59.3％、27.5％となりました。　

　利益につきましては、売上高の大幅な増加、並びに工事利益率が改善したことにより、売

上総利益は前期比977百万円増加し7,789百万円となりました。販売費及び一般管理費は、前

期比664百万円増加の5,746百万円となり、営業利益は前期比312百万円増加の2,042百万円と

なりました。営業外収支は27百万円の利益となりましたので、経常利益は前期比 204百万円

（11.0％）増加して2,070百万円となりました。

　特別損益では、特別利益は333百万円計上しましたが、固定資産除却損193百万円、減損損

失113百万円などで特別損失を396百万円計上しましたので、差引き特別損益は62百万円の損

失となりました。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比1,096百万円増加して2,008百万円となりま

した。これに法人税等 993百万円、少数株主利益 6百万円を控除して、当期純利益は前期比

　　614百万円（156.3％）増加して1,008百万円となりました。
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　②当期の主な受注工事と完成工事

　　＜主な受注工事＞

国土交通省中部地方整備局 平成21年度　23号豊橋BP吉前高架橋下部工事

日本下水道事業団 清須市芳野幹線建設工事

東海旅客鉄道㈱ 新大阪駅構内引上線工区設備改良ほか(2)

伊藤忠都市開発㈱ （仮称）クレヴィア都島新築工事

㈱SHINDO （仮称）新道繊維工業㈱古屋石塚ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ工場新築工事

　　＜主な完成工事＞

国土交通省近畿地方整備局 大阪北道路三ツ島地区（下り）遮音壁工事

愛知県建設部 矢作川流域下水事業　水処理施設築造工事（その1）

東海旅客鉄道㈱ 静岡車両区改築（３）

ジェイアール東海不動産㈱ 谷津六丁目住宅（仮称）建設工事

藤和不動産㈱ ベリスタ草加高砂共同住宅新築工事

　平成22年度は、受注環境は引続き厳しさが予想されますが、官公庁と民間で増加を図り、

例年水準の受注高を目指します。売上高は期初の繰越工事高が前期比約57億円減少しており、

減 益 続 算 事

③次期の見通し

前年比3％程度の減収となる見通しです。利益につきましては、引き続き不採算工事の受注

抑制や収益管理の強化に努め、安定収益の確保を図りますが、売上高の減少などにより若干

の減益を予想しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、円）

（２）財政状態に関する分析

　　①資産、負債、純資産の状況

　　　　・総資産　　　 　61,537百万円（前期比　4,053百万円、7.1％増加）

　　　　・負債　　  　　　41,207百万円（前期比　2,371百万円、6.1％増加）

　　　　・純資産         20,329百万円（前期比　1,681百万円、9.0％増加）

通期 第２四半期 通期 第２四半期 通期 第２四半期

受注高（百万円） 70,136 26,265 74,000 30,000 3,863 3,734

売上高（百万円） 76,367 29,051 74,000 30,000 △2,367 948

営業利益（百万円） 2,042 △180 1,750 0 △292 180

経常利益（百万円） 2,070 △111 1,800 0 △270 111

当期純利益（百万円） 1,008 △49 950 0 △58 49

1株当たり当期純利益（円） 40.77 △2.02 38.42 0.00 △2.35 2.02

1株当たり配当金（円） 10 5 10 5 - -

前期比較69期実績 70期予想
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　　②キャッシュ・フローの状況

　　　　当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は2,785百万円となり、前連結会計年度

　　　末に比べ454百万円減少しました。

　　　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

　　＜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・フローは、税金等調整前当期純利益が2,008百万円で、

　　　　売上債権の増加2,036百万円などの支出要因がありましたが、仕入債務の増加2,272百

        万円や未成工事支出金の減少2,124百万円などの収入要因がありましたので、差引き

　　　　4,921百万円の収入超過となりました。（前期は1,381百万円の収入超過）
　　　

　　＜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・フローは、投資有価証券の売却による収入156百万円が

　　　　ありましたが、有形固定資産の取得による支出4,057百万円がありましたので、3,978

　　　　百万円の支払超過となりました。（前期は794百万円の収入超過）　　　

　　＜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・フローは、余裕資金を借入金・社債の返済に充当しまし

　　　　たので1,398百万円の支払超過となりました。（前期は1,170百万円の収入超過）

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

　　　（注）自己資本比率 ：自己資本/総資産

　　　　　　時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額/総資産

　　　　　　キャッシュ・フロー対有利 ：有利子負債/キャッシュ・フロー

　　　　　　インタレスト・カバレッジ ：キャッシュ・フロー/利払い

　　　　　　 １．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　　　 ２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　　　　 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　　　 ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている

　　　　　　　　　全ての負債を対象としております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　当社は安定収益を確保し、財務体質の強化を図りつつ安定配当を堅持することを基本方針

　　としており、平成17年3月期（第64期）からは年10円配当を継続しております。

　　　配当支払については、平成20年３月期（第67期）から中間配当を実施しており、当期も平

　　成21年11月に１株につき５円をお支払しました。当期の期末配当も１株につき５円を予定し

　　ております。
　　　次期配当につきましても、中間・期末の合算で１株当たり年10円の配当を予定しておりま

す

自己資本比率（％） 34.6 33.7 30.4 31.4 32.0

時価ベースの自己資本比率 23.0 24.9 26.6 25.7 21.3

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年） － － － 13.3 3.5

インタレスト・
カバレッジ・レシオ（倍） － － － 7.2 27.4

平成22年3月期平成19年3月期平成18年3月期 平成21年3月期平成20年3月期

　　す。
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（４）事業等のリスク

　　　当社グループの事業展開に関連し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリス

　　クとしましては、以下のようなものが考えられます。なお、文中における将来に関する事項

　　は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　　　当社グループは、これらのリスクや不確定要因に対して、予防や分散・リスクヘッジ等に

　　努め、企業活動への影響を最小限に軽減できるよう対応してまいります。　

　　①建設投資の動向

　　　　当社グループの受注・売上高は、公共投資や民間企業の設備投資に負うところが大きく、

　　　国内景気に影響されやすいものとなっております。公共投資の縮小、民間設備投資の減少

　　　は当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　②事故防止と安全確保

　　　　日頃より事故防止と安全確保は最重要な経営課題のひとつとして全社をあげて取組んで

　　　おりますが、万一、重大な業務事故等が発生しますと、社会的信用と主要なお客様の信頼

　　　を損なうリスクがあります。

　　③原材料価格・工賃の高騰

　　　　鋼材をはじめとする資材価格や工賃が高騰し、請負金額に転嫁されない場合には、当社

　　　グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　④信用リスク

　　　　当社グループは建設業であるため、１件当たりの取引は多額であります。信用リスク管

　　　理には細心の注意を払っておりますが、資金の回収が滞ったり、最終的に貸倒損失となる

　　　ことは当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑤完成工事に対する瑕疵担保責任

　　　　建設事業者として、工期や品質等については常に細心の注意を払っておりますが、工期

　　　遅延や完成工事に対する瑕疵が発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす

　　　可能性があります。

　　⑥保有資産の下落リスク

　　　　当社グループは有価証券、土地等を相当額保有しています。将来株式や土地の時価が大

　　　きく下落した場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　建設事業の遂行は、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法、独占禁止法等による法的

　規制を受けており、これらの改廃や新たな規制の新設、適用基準の変更等が行われた場合

　には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

＜連結の範囲及び持分法の適用に関する事項＞

　　①連結の範囲

　　　増加：１社・・・株式会社静軌建設(建設事業を営む100％出資の新設会社）を平成21年

　　　　　　　　　12月に設立しました。

　　②持分法の適用

　　　当期において増減はありませんでした。

　　　上記以外の項目については、最近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における

　　「事業系統図(事業内容）」及び｢関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略

２．企業集団の状況

　　⑦法的規制等　　

　　します。
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３．経営方針

（１）経営の基本方針

　　　当社およびグループ各社は、「誠実」ならびに「和して同ぜず」を社訓とし、企業理念と

　　して「私たちは安全第一を旨とし、お客様の満足が得られるものを誠実の心と先端の技術力

　　でつくりあげ、未来に夢と希望を託せる働きがいのある企業を目指すとともに、社業の発展

　　を通じて広く社会に貢献します。」と定めております。建設業を営む企業として、安全第一

　　に仕事を遂行し、持てる技術力を最大限に投入して品質を確保することでお客様の高い評価

　　を得るとともに、時代の趨勢や経営環境の変化に柔軟に対応して経営基盤の強化を図り、安

　　定収益の確保と財務基盤の健全性を維持していくことを基本方針としております。

（２）中期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題

　　　建設業界におきましては、国内の建設需要は長期低落基調にあり、海外進出も高リスクで

　　障壁が高いなかで、業界の整理統合も進んでおりません。限られた需要を巡って熾烈な競争

　　が展開され、過当競争のため収益性は低く、若年層における建設業離れが依然として続くな

　　ど、いまだ建設業界には解決すべき課題が少なくありません。

　　　このような環境のもと、当社では、第14次経営計画（平成21年4月～平成24年3月）を策定

　　し、平成21年度（第69期）からスタートさせました。この計画では、堅実な経営のもとで確

　　実に仕事を遂行し、安定的な利益体質をより確実なものとすることを目指しております。具

　　体的には、「名工ＤＮＡの新たな進化と確実な継承」と「安全と技術の名工」の確立をスロ

　　ーガンとし、優れた安定性と収益性、着実な成長、社員が誇れる企業を実現することなどを

　　目標にしております。　　

　　　これらの目標を実現するための経営重要項目として、安全の確保など８項目を掲げており

　　ますが、今後の展望を踏まえて、「官公庁工事における競争力の向上」と「維持・補修・改

　　良・改築分野での実績の積上げ」を最重要項目として位置付け、全社をあげて取組んでおり

　　ます。

　　　また、建設業界は今後とも厳しい環境が予想されますので、経営の安定性と耐久力を維持

　　するためには、財務体質を維持強化することが極めて重要であります。このため、収益力の

　　強化に加えて、不要不急資産の処分促進や投資の選別強化に着手しております。
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平成22年5月13日

 平成22年3月期  決算発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名工建設株式会社

１．経営成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（単位：百万円、％）

  　（１）当期の受注環境は、官公庁・鉄道関係・民間ともに厳しく、受注高は前期比5,185百万円

期 第68期 第69期

年度 21/3 22/3 増減額 増減率

受注高 75,322 70,136 △5,185 △6.9

売上高 69,862 76,367 6,504 9.3

売上総利益 6,812 7,789 977 14.3

営業利益 1,730 2,042 312 18.1

経常利益 1,866 2,070 204 11.0

税金等調整前純利益 912 2,008 1,096 120.1

当期純利益 393 1,008 614 156.3

前期比

　　　　　（6.9％）減少して70,136百万円となりました。

　　　　　これに対し売上高は、期初の繰越工事が多かったこと（前期比60億円増）や、進行基準

　　　　　の全面適用による影響（完成工事高で1,455百万円増加、完成工事利益で84百万円増

　　　　　加）により、前期比6,504百万円（9.3％）増加して76,367百万円となりました。

    （２）利益面では、売上高の増大、不採算工事の受注抑制、原価管理の強化等の効果に加え、

　　　  　一部資材等の値下がりの影響もあり、売上総利益は前期比977百万円（14.3％）増加し

.　　 　　て7,789百万円となりました。

　　　  　販売費及び一般管理費は、貸倒実績率の上昇による貸倒引当金の増加や、新社屋移

　 　 　　転などの臨時費用のため前期比664百万円増加しましたが、営業利益は前期比312百万

　　  　　円増加して2,042百万円となりました。

 　　 　　営業外収支は28百万円の利益となりましたので、経常利益は前期比204百万円（11.0％）

 　　 　　増加して2,070百万円となりました。

　  （３）特別損益では、移転補償金や貸倒債権の回収益などで333百万円の特別利益がありまし

　　　　　たが、固定資産除却損及び減損損失、有価証券評価損などの特別損失が396百万円と

　　　 　 なり、差引き62百万円の損失となりました。

　　(４）以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比1,096百万円（120.1％）増加して2,008百

　　　   万円となりました。

　  　   これに法人税等及び法人税等調整額、少数株主持分などを控除して、当期純利益は前期

　    　 比614百万円（156.3％）増加して1,008百万円となりました。

期 第68期 第69期

年度 21/3 22/3 増減額 増減率

受注高 75,322 70,136 △5,185 △6.9

売上高 69,862 76,367 6,504 9.3

売上総利益 6,812 7,789 977 14.3

営業利益 1,730 2,042 312 18.1

経常利益 1,866 2,070 204 11.0

税金等調整前純利益 912 2,008 1,096 120.1

当期純利益 393 1,008 614 156.3

前期比

－1－



２．財政状態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（１）総資産は、固定資産投資の増加、株価回復による投資有価証券残高の増加などによ

　　　　 　り、前期比4,053百万円増加して61,537百万円となりました。

　　　（２）純資産は、当期純利益による利益剰余金の増加、株価回復による「その他有価証券評

　　　　 　価差額金」の増加により、前期比1,681百万円増加して20,329百万円となりました。

　　　（３）純資産は前期末比9.0％増加しましたが、総資産も7.1％増加しましたので、自己資本比

　　　 　　率の改善は前期末比0.6％にとどまり32.0％となりました。

　　　 　　１株当たりの純資産は67.70円増加して796.45円となりました。

21/3期 22/3期 前期比

57,484 61,537 4,053

18,647 20,329 1,681

31.4 32.0 0.6

728.75 796.45 67.70１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

22/3期 4,921 △3,978 △1,398 △454 2,785

21/3期 1,381 794 △1,170 1,005 3,239

キャシュ・フロー

３．キャッシュ・フローの状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　（1）営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益2,008百万円、減価償却費914百万

　 　　　　円、売上増加に伴う仕入れ債務の増加2,272百万円などが寄与して、4,921百万円と多

　　　　　 額な収入超過となりました。

　　　（2）投資活動による資金は、有形固定資産投資が4,057百万円となりましたので、3,978百万

　　 　　　円の支払超過となりました。

　　　（3）財務活動による資金は、長短借入金と社債の合計で前期比1,145百万円減少しましたの

　　　　　 で、1,398百万円の支払超過となりました。

　　　（4）以上の結果、期末の現金及び現金同等物の残高は前期末比454百万円減少して2,785

　　 　　　百万円となりました。

21/3期 22/3期 前期比

57,484 61,537 4,053

18,647 20,329 1,681

31.4 32.0 0.6

728.75 796.45 67.70１株当たりの純資産（円）

総資産（百万円）

純資産（百万円）

自己資本比率（％）

ｷｬｯｼｭ

営業活動 投資活動 財務活動 合計 期末残高

22/3期 4,921 △3,978 △1,398 △454 2,785

21/3期 1,381 794 △1,170 1,005 3,239

キャシュ・フロー

－2－



４．.次期の見通し

  （１）次期の見通し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　安定収益の確保を図りますが、売上高の減少などにより若干の減益を予想して

　　おります。

　　約57億円減少しており、前期比3％程度の減収となる見通しです。

　　　利益につきましては、引続き不採算工事の受注抑制や収益管理の強化に努め、

　　　平成22年度は、受注環境は引続き厳しさが予想されますが、官公庁と民間で増

　　加を図り、例年水準の受注高を目指します。売上高は期初の繰越工事高が前期比

通期 中間 通期 中間 通期 中間

受注高 70,136 26,265 74,000 30,000 3,863 3,734

売上高 76,367 29,051 74,000 30,000 △2,367 948

営業利益 2,042 △180 1,750 0 △292 180

経常利益 2,070 △111 1,800 0 △270 111

当期純利益 1,008 △49 950 0 △58 49

1株当たり純利益（円） 40.77 △2.02 38.42 0 △2.35 2.02

1株当たり配当金(円） 10 5 10 5 0 0

22年3月期実績 23年3月期予想 前期比較

　（２）配当方針

　　　  当社は、安定収益を確保し財務体質の強化を図りつつ、安定配当を維持することを基本方

　 　針としており、平成17年3月期からは年10円配当を継続しております。

　  　　配当支払については、中間・期末の年2回配当を実施しており、平成2１年11月に1株につ

　  　き5円をお支払しました。当期の期末配当も1株につき5円を予定しております。

　　 　次期配当につきましても、中間・期末の合計で1株につき年10円配当を予定しております。

５．受注高と売上高の部門別内訳

　（１）受注高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・部門別受注高は、官公庁が前期比5,121百万円増加しましたが、鉄道関係・民間ともに前

　　　　　期比減少して、全体では5,185百万円（6.9％）減少しました。

　　　　・官公庁の受注高増加の一因として、総合評価方式への対応力が強化されたことがありま

　　　　　す。鉄道関係の受注減少は、前年の受注高が過去最高であったことや地震対策工事の

　　　　　ピークが過ぎた影響によるものであり、民間の減少は市場の発注量の減退と競争激化に

　　　　  よるものであります。

21/3期 22/3期 増減 22/3構成比

官公庁 7,755 12,876 5,121 18.3

鉄道関係 48,924 41,508 △7,415 59.2

民　間 18,642 15,751 △2,891 22.5

計 75,322 70,136 △5,185 100.0

－3－



　　（２）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

　　　　・官公庁は、前期の受注増により、当期売上高は1,930百万円（23.9％）増加しました。

　　　　・鉄道関係は引続き高水準で推移しており、前期比1,497百万円（3.4％）増加しました。

　　　　・民間も期初の繰越工事高増加が寄与して、前期比3,094百万円（17.4％）増加しました。

６．役員の異動

　　　・後日、決定次第発表いたします。

21/3期 22/3期 増減 22/3構成比

官公庁 8,067 9,998 1,930 13.2

鉄道関係 43,447 44,944 1,497 59.3

民　間 17,764 20,858 3,094 27.5

小計 69,278 75,801 6,522 100.0

兼業事業 583 565 △18 　　　　－

売上高合計 69,862 76,367 6,504 　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

21/3期 22/3期 増減 22/3構成比

官公庁 8,067 9,998 1,930 13.2

鉄道関係 43,447 44,944 1,497 59.3

民　間 17,764 20,858 3,094 27.5

小計 69,278 75,801 6,522 100.0

兼業事業 583 565 △18 　　　　－

売上高合計 69,862 76,367 6,504 　　　　－

－4－
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