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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

(注)前連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、22年５月期の連結財政状態は記載しておりません。また、平成23年５月期第１四
半期より、非連結子会社であった株式会社タスクを連結することとしたため、平成23年５月期第１四半期より連結財務諸表を作成しております。 
 

(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 ％

23年5月期第2四半期 7,197 △6.0 1,244 △24.7 1,211 △24.3 662 △27.7

22年5月期第2四半期 7,658 △3.9 1,652 △8.7 1,601 △12.4 916 3.0

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

23年5月期第2四半期 53.50 ―

22年5月期第2四半期 73.98 ―

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

23年5月期第2四半期 15,059 12,724 84.3 1,024.81
22年5月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  12,690百万円 22年5月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

(注）平成22年５月期末１株当たり配当金13円00銭のうち１円00銭は業績連動型配当制度に基づく特別配当金であります。 

年間配当金

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

22年5月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00

23年5月期 ― 12.00

23年5月期 
（予想）

― 12.00 24.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,220 △6.8 740 △42.7 680 △44.4 340 △53.0 27.46
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年９月29日発表の通期の連結業績予想を、上記のとおり修正しております。詳細につきましては、本日発表の「平成23年５月期第２四半期連結
累計期間業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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） 23年5月期2Q 12,936,793株 22年5月期  12,936,793株

② 期末自己株式数 23年5月期2Q  553,100株 22年5月期  552,853株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 12,383,806株 22年5月期2Q 12,384,202株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動

画等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成23年１月７日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

※ 上記のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催

しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済政策等を背景に、製

造業を中心に企業収益が改善するなど、景気回復の兆しも見られましたが、雇用情勢の悪化懸念やデフ

レの影響、また、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動等の影響から景気は足踏み状態とな

っており、先行きは不透明なままであります。 

 こうした状況のもと、ディスクロージャー印刷に関係の深い株式市場は、依然としてＩＰＯ（新規上

場） 社数は低水準で推移し、日経平均株価も一時は１万円台を回復する場面もありましたが、９千円

台で推移するなど厳しい状況が続きました。 

 ディスクロージャー印刷の分野におきましても、上場会社数の減少に加え、企業のコスト削減意識の

浸透により、価格競争がますます激化するなど、業界を取り巻く環境も大変厳しい状況が続いておりま

す。 

  

①売上高 
当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比461百万円(6.0％)減少し、7,197百万円となり

ました。 
 これを製品区分別に説明いたしますと、次のとおりであります。 
・ 金融商品取引法関連製品につきましては、ファイナンスの減少で目論見書等の売上が減少したこと

などにより、前年同四半期比363百万円(10.2％)減少し、3,188百万円となりました。 

・ 会社法関連製品につきましては、上場会社数の減少に加え、価格競争が激化し、株主総会招集通知

の受注が減少したことなどにより、前年同四半期比118百万円(7.9％)減少し、1,383百万円となりま

した。 

・ ＩＲ関連製品につきましては、競争激化の影響で事業報告書の売上が減少したものの、ディスクロ

ージャー誌の売上が増加したことなどにより、前年同四半期比2百万円(0.1％)増加し、2,197百万円

となりました。 

・ その他製品につきましては、コンサルティングの増加などにより18百万円(4.4％)増加し、427百万

円となりました。 
②営業利益 

上記の通り、売上高の減少で売上総利益が減少したことにより、営業利益は前年同四半期比408百万

円(24.7％)減少し、1,244百万円となりました。 
③経常利益 

営業外損益は、32百万円のマイナスとなり、経常利益は前年同四半期比389百万円(24.3％)減少し、

1,211百万円となりました。 
④四半期純利益 

投資有価証券評価損が54百万円発生するなど、特別損失を65百万円計上しましたので、税金等調整前

四半期純利益は前年同四半期比420百万円(26.7％)減少し、1,153百万円となり、四半期純利益は前年同

四半期比253百万円(27.7％)減少し、662百万円となりました。 
  
 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、
第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

  

 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の総資産額は、15,059百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金

5,012百万円、有形固定資産4,820百万円であります。 

 負債総額は、2,335百万円となりました。主な内訳は、流動負債2,034百万円であります。 

 純資産総額は、12,724百万円となりました。主な内訳は、利益剰余金9,284百万円であります。 

  

(注)当社は、前連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、前連結会計年度の記載

は行っておりません。 

  
 （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(以下「資金」という)は、5,342百万円

となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ279百万円(15.9％)減少し、1,480百万円とな

りました。  

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,153百万円、たな卸資産の減少額490百万円であ

り、支出の主な内訳は、法人税等の支払額216百万円及び仕入債務の減少額249百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ9百万円(5.7％)減少し153百万円となりまし

た。  

 これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出177百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は前年同四半期に比べ26百万円(17.9％)増加し、174百万円となり

ました。  

 これは、主に配当金の支払額160百万円によるものであります。 
  

平成22年７月２日発表の平成23年５月期の通期の個別業績予想及び平成22年９月29日発表の平成23年

５月期の通期の連結業績予想を、修正しております。詳細につきましては本日発表の「平成23年５月期

第２四半期累計期間業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

(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。 

  

・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。 

・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定する方法によっております。 

 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して算定

する方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が598千円、税金等調整前四半期

純利益が7,781千円減少しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,012,840

受取手形及び売掛金 1,730,396

有価証券 334,649

仕掛品 279,197

原材料及び貯蔵品 28,093

繰延税金資産 102,083

その他 39,470

貸倒引当金 △10,235

流動資産合計 7,516,496

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,051,003

減価償却累計額 △2,044,116

建物及び構築物（純額） 1,006,887

機械装置及び運搬具 1,874,215

減価償却累計額 △1,290,562

機械装置及び運搬具（純額） 583,652

土地 3,186,649

その他 312,492

減価償却累計額 △268,797

その他（純額） 43,695

有形固定資産合計 4,820,884

無形固定資産

ソフトウエア 740,565

その他 102,615

無形固定資産合計 843,180

投資その他の資産

投資有価証券 1,449,187

繰延税金資産 233,260

その他 207,462

貸倒引当金 △11,139

投資その他の資産合計 1,878,770

固定資産合計 7,542,835

資産合計 15,059,332
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 350,611

未払法人税等 551,381

未払費用 783,251

賞与引当金 60,531

役員賞与引当金 13,730

その他 274,854

流動負債合計 2,034,360

固定負債

リース債務 205,930

退職給付引当金 7,510

役員退職慰労引当金 87,458

固定負債合計 300,899

負債合計 2,335,260

純資産の部

株主資本

資本金 2,049,318

資本剰余金 1,998,929

利益剰余金 9,284,813

自己株式 △558,466

株主資本合計 12,774,595

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △83,675

評価・換算差額等合計 △83,675

少数株主持分 33,152

純資産合計 12,724,072

負債純資産合計 15,059,332
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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21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 7,658,426 7,197,373

売上原価 3,910,130 3,870,709

売上総利益 3,748,296 3,326,664

販売費及び一般管理費

販売促進費 112,420 98,138

運賃及び荷造費 113,730 103,942

役員報酬 62,650 73,640

給料及び手当 1,083,164 1,076,764

賞与引当金繰入額 － 32,274

役員賞与引当金繰入額 12,830 13,730

退職給付引当金繰入額 66,788 －

退職給付費用 － 112,821

役員退職慰労引当金繰入額 4,065 4,108

福利厚生費 216,161 180,319

修繕維持費 21,537 25,052

租税公課 29,489 27,528

減価償却費 44,109 42,128

賃借料 62,381 57,059

その他 266,307 234,937

販売費及び一般管理費合計 2,095,636 2,082,446

営業利益 1,652,659 1,244,218

営業外収益

受取利息 1,310 1,035

受取配当金 11,387 10,800

不動産賃貸料 7,012 7,145

その他 7,645 8,811

営業外収益合計 27,356 27,793

営業外費用

支払利息 33 2,072

投資事業組合運用損 77,948 56,846

その他 770 1,110

営業外費用合計 78,751 60,029

経常利益 1,601,264 1,211,982
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 3,857

貸倒引当金戻入額 － 1,061

投資有価証券売却益 107 1,904

特別利益合計 107 6,823

特別損失

固定資産売却損 527 －

固定資産除却損 20,184 3,784

投資有価証券評価損 1,084 54,008

施設利用権評価損 1,350 －

貸倒引当金繰入額 3,974 365

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,183

特別損失合計 27,121 65,341

税金等調整前四半期純利益 1,574,249 1,153,463

法人税、住民税及び事業税 712,222 533,325

法人税等調整額 △54,193 △47,401

法人税等合計 658,028 485,924

少数株主損益調整前四半期純利益 － 667,539

少数株主利益 － 5,041

四半期純利益 916,221 662,498

宝印刷㈱（7921）　平成23年５月期第２四半期決算短信

－ 8 －



(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21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11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 1,574,249 1,153,463

減価償却費 244,130 256,122

引当金の増減額（△は減少） △8,093 51,383

受取利息及び受取配当金 △12,698 △11,836

支払利息 33 2,072

売上債権の増減額（△は増加） △33,426 △53,236

たな卸資産の増減額（△は増加） 568,429 490,433

仕入債務の増減額（△は減少） △271,101 △249,627

未払費用の増減額（△は減少） △149,676 △113,434

投資有価証券評価損益（△は益） 1,084 54,008

投資事業組合運用損益（△は益） 77,948 56,846

その他 59,529 51,562

小計 2,050,408 1,687,758

利息及び配当金の受取額 12,698 11,836

利息の支払額 △33 △2,072

法人税等の支払額 △303,090 △216,737

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,759,983 1,480,784

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 △33,895 △28,220

無形固定資産の取得による支出 △144,558 △148,782

有形固定資産の売却による収入 － 15,750

投資有価証券の取得による支出 △7,096 △2,102

投資有価証券の売却による収入 2,473 －

投資事業組合からの分配による収入 22,183 8,547

その他 △1,665 1,493

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,558 △153,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 － △13,949

配当金の支払額 △148,055 △160,613

自己株式の取得による支出 △110 △165

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,166 △174,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,449,258 1,152,740

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,432 4,120,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 69,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,721,691 5,342,989
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

   該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

当社及び連結子会社の事業は、ディスクロージャー関連事業並びにこれらの付帯業務の単一事業で

あります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

［所在地別セグメント情報］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

［海外売上高］ 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

［セグメント情報］ 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

 当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

   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

(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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連結子会社でありました株式会社フィナンシャルメディアは平成22年２月26日に清算結了したことから、前連結会

計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、参考資料として22年５月期の要約貸借対照表を記載してお

ります。 

4. (参考) 22年５月期財務諸表 (個別)

 (参考) 要約貸借対照表 (個別)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年５月31日）

区分 金額（千円）

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 3,790,420

  受取手形及び売掛金 1,668,908

  有価証券 337,545

  仕掛品 756,850

  原材料及び貯蔵品 40,874

  繰延税金資産 64,206

  その他 21,992

  貸倒引当金 △9,345

  流動資産合計 6,671,452

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 3,043,702

    減価償却累計額 △2,011,610

    建物及び構築物（純額） 1,032,092

   機械装置及び運搬具 1,940,539

    減価償却累計額 △1,582,541

    機械装置及び運搬具（純額） 357,998

   土地 3,186,649

   その他 338,973

    減価償却累計額 △287,671

    その他（純額） 51,302

   有形固定資産合計 4,628,042

  無形固定資産

   ソフトウエア 799,867

   その他 39,017

   無形固定資産合計 838,885

  投資その他の資産

   投資有価証券 1,710,411

   前払年金費用 47,606

   繰延税金資産 186,423

   その他 223,203

   貸倒引当金 △11,997

   投資その他の資産合計 2,155,648

  固定資産合計 7,622,576

 資産合計 14,294,029
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前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年５月31日）

区分 金額（千円）

負債の部

 流動負債

  買掛金 622,022

  未払法人税等 229,000

  未払費用 879,445

  役員賞与引当金 23,900

  その他 217,083

  流動負債合計 1,971,452

 固定負債

  役員退職慰労引当金 91,000

  固定負債合計 91,000

 負債合計 2,062,453

純資産の部

 株主資本

  資本金 2,049,318

  資本剰余金 1,998,929

  利益剰余金 8,774,563

  自己株式 △558,300

  株主資本合計 12,264,510

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △32,934

  評価・換算差額等合計 △32,934

 純資産合計 12,231,575

負債純資産合計 14,294,029
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当社グループは、「3．四半期連結財務諸表 (5)セグメント情報」に記載のとおり、ディスクロージャ

ー関連事業の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の状況につきましては製品区分別に記載してお

ります。 

 なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、

第１四半期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。 

①生産実績     

生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
②受注実績 

受注実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
③販売実績 

販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

5. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前第２四半期連結累計期間
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 3,552,498 46.4 3,188,647 44.3 △363,850 △10.2

会社法関連 1,501,914 19.6 1,383,783 19.2 △118,131 △7.9

ＩＲ関連 2,194,723 28.7 2,197,547 30.5 2,824 0.1

その他 409,290 5.3 427,394 6.0 18,104 4.4

合計 7,658,426 100.0 7,197,373 100.0 △461,052 △6.0

製品区分

前第２四半期連結累計期間 
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日

比較増減

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

受注高(千円)
受注残高
（千円）

金融商品取引法関連 3,015,658 193,954 2,577,804 165,724 △437,853 △28,229

会社法関連 528,615 40,955 496,734 63,001 △31,880 22,046

ＩＲ関連 1,375,666 340,128 1,412,308 341,164 36,641 1,036

その他 351,101 24,348 431,455 82,902 80,354 58,554

合計 5,271,042 599,387 4,918,304 652,793 △352,737 53,406

製品区分

前第２四半期連結累計期間 
自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日

当第２四半期連結累計期間 
自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日

比較増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

金融商品取引法関連 3,552,498 46.4 3,188,647 44.3 △363,850 △10.2

会社法関連 1,501,914 19.6 1,383,783 19.2 △118,131 △7.9

ＩＲ関連 2,194,723 28.7 2,197,547 30.5 2,824 0.1

その他 409,290 5.3 427,394 6.0 18,104 4.4

合計 7,658,426 100.0 7,197,373 100.0 △461,052 △6.0
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