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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第３四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 (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3月期第３四半期 30,343 16.2 3,032 253.0 2,965 257.8 1,751 300.2

22年3月期第３四半期 26,115 △32.4 859 △52.5 828 △52.1 437 △6.4

 

 
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3月期第３四半期 41 35 ─

22年3月期第３四半期 10 01 ─

 
 (2) 連結財政状態  
 

 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3月期第３四半期 41,669 23,012 55.2 543 76

22年3月期 41,410 21,850 52.8 515 68
 
(参考) 自己資本 23年3月期第３四半期 23,012百万円 22年3月期 21,850百万円

 

2. 配当の状況 
 

 
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3月期 ─  0 00 ─ 5 00 5 00 

23年3月期 ─  4 00 ─   

23年3月期(予想)   5 00 9 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無 

 

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
 (％表示は、対前期増減率)
 

 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 40,000 11.4 3,700 116.0 3,600 118.6 2,050 71.4 48 39

(注) 1. 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無 

2. 「業績予想の修正に関するお知らせ」を本日開示しておりますのでご参照ください。 



 
4.  その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・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・無 

(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 
 

①  会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無 

②  ①以外の変更 ： 有・無 

(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） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期３Ｑ 42,373,404株 22年3月期 42,373,404株

②  期末自己株式数 23年3月期３Ｑ 51,950株 22年3月期 1,035株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期３Ｑ 42,361,062株 22年3月期３Ｑ 43,724,701株

 

 

※  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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ていません。 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が本資料の発表日現在におい

て入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異な

る可能性があります。 
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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 

当第３四半期連結会計期間（10月～12月）における当社グループの経営環境は、自動車用など内需低迷

が懸念された分野も好調な新興国向け輸出でカバーされ、また設備投資も一部では持ち直しつつある状況

もうかがえます。 

このような状況下での当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は303億43百万円（前

年同期比16.2％増）となりました。収益面では数量の回復による工場稼働率の向上、固定費削減策の継続、

原材料価格の上昇に伴う売価の値戻しなどにより営業利益は30億32百万円（前年同期比253.0％増）、経

常利益は29億65百万円（前年同期比257.8％増）、四半期純利益は17億51百万円（前年同期比300.2％増）

となりいずれも大幅な増益となりました。 

製品部門別の概況は以下のとおりであります。 

ステンレス管部門では、主力の自動車用・配管用が回復いたしました。また他分野に比べ回復の遅れて

いた建築用につきましても回復してきております。その結果、売上高は143億79百万円（前年同期比19.8％

増）となりました。 

ステンレス条鋼部門では、主な向け先である投資関連の回復遅れにより数量に変化は見られませんが原

材料価格の上昇に伴う売価の値戻しを実施した結果、売上高は88億50百万円（前年同期比16.0％増）とな

りました。 

ステンレス加工品部門では、環境関連製品での健闘はあるものの中心となる家庭用金物製品は、消費不

振に円高による輸入品流入が加わり低迷状態が続いております。その結果、売上高は19億56百万円（前年

同期比7.0％減）となりました。 

鋼管部門では、期初に原材料の上昇を受けての製品価格値戻しに対する仮需要の発生などもあり、比較

的好調に推移した結果、売上高は30億33百万円（前年同期比15.8％増）となりました。 

その他部門では、パイプ切断機は従来水準には及ばないものの大きく回復しました。通信販売用商品も

好調を持続しました。その結果、売上高は21億23百万円（前年同期比20.3％増）となりました。 

 

（製品別売上高比較表） 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

区 分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

ス テ ン レ ス 管 12,000 46.0 14,379 47.4 16,581 46.2 

ス テ ン レ ス 条 鋼 7,628 29.2 8,850 29.2 10,625 29.6 

ステンレス加工品 2,102 8.0 1,956 6.4 2,799 7.8 

鋼 管 2,618 10.0 3,033 10.0 3,599 10.0 

そ の 他 1,765 6.8 2,123 7.0 2,303 6.4 

合  計 26,115 100.0 30,343 100.0 35,910 100.0 

※  報告セグメントが１つでありますので製品部門別に区分して記載しております。なお、「その他」の事業セグメ

ントは、製品部門別の「その他」に含めております。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は416億69百万円となり、前連結会計年度末に比

べて２億59百万円増加いたしました。総資産の増減の主なものは、現金及び預金が14億８百万円減少し、

受取手形及び売掛金が６億77百万円、たな卸資産が９億３百万円それぞれ増加したことなどであります。

負債の部の増減の主なものは、支払手形及び買掛金が11億20百万円、未払法人税等が６億39百万円それぞ

れ増加し、有利子負債は23億36百万円減少したことなどであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は230億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億62百万

円増加いたしました。これは、利益剰余金は13億71百万円増加いたしましたが、評価・換算差額等が１億

94百万円減少したことなどによるものであります。 

 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により21億42百万円の収入となり、

投資活動により11億28百万円の支出となり、財務活動により27億21百万円の支出となりました。これらの

結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて17億７百万円減少し12億61百万円（前連結会計年度末
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比57.5％減）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は27億80百万円となり、仕入債務は

11億20百万円増加しましたが、たな卸資産は９億３百万円増加し、また、法人税等の支払額が２億95百万

円であったことなどから、営業活動全体では21億42百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比55.3％減)

となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資に加えて投資有価証券の取得などにより、投資

活動全体では11億28百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は10億83百万円の支出)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済額が借入額を13億32百万円上回ったことに加え、

社債の償還が10億円、配当金の支払額が３億70百万円であったことなどにより、財務活動全体では27億21

百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は18億65百万円の支出)となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期累計期間の業績が予想以上に好調であったため、通期の業績予想を修正し、本日（平成23年

１月31日）公表いたしましたのでご参照ください。 

 

2.  その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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額を算定しております。 

②  棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会計期

間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。 

③  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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①  持分法適用関連会社の変更 

平成22年10月１日にAuto Metal Company Limitedへ資本参加したことに伴い、当第３四半期連結会計

期間より同社を持分法の適用範囲に含めております。 

なお、変更後の持分法適用関連会社の数は１社であります。 

②  「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年12

月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20年12月26日)、「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準第7号  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第

16号  平成20年12月26日公表分)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日)を適用しております。 

③  「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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ２百万円減少し、税金等

調整前四半期純利益は１億69百万円減少しております。 

④  たな卸資産（商品）の評価方法の変更 

ステンレス関係の商品の評価方法は、従来、先入先出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移動平均法による原価法に変更いたしました。これは、当該商品の品目が増加し

てきたことにより管理システムを製品と同一の管理方式に統合することから、製品の評価方法との統一

を図るものであります。なお、この変更による財務諸表に与える影響額は軽微であります。 
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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：百万円）

    
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 1,261 2,669

  受取手形及び売掛金 13,137 12,459

  有価証券 99 300

  たな卸資産 8,575 7,671

  その他 612 581

  貸倒引当金 △30 △45

  流動資産合計 23,655 23,635

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 7,366 7,308

   その他（純額） 6,682 6,763

   有形固定資産合計 14,049 14,071

  無形固定資産 

   その他 18 28

   無形固定資産合計 18 28

  投資その他の資産 

   その他 3,976 3,697

   貸倒引当金 △30 △22

   投資その他の資産合計 3,946 3,674

  固定資産合計 18,014 17,774

 資産合計 41,669 41,410

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 8,227 7,107

  短期借入金 1,980 2,899

  未払法人税等 869 230

  引当金 146 393

  その他 2,462 2,440

  流動負債合計 13,687 13,071

 固定負債 

  社債 1,000 2,000

  長期借入金 989 1,403

  退職給付引当金 912 991

  役員退職慰労引当金 443 495

  長期リース資産減損勘定 1,303 1,474

  その他 319 124

  固定負債合計 4,969 6,488

 負債合計 18,656 19,559

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 7,360 7,360

  資本剰余金 7,705 7,705

  利益剰余金 7,812 6,441

  自己株式 △15 △0

  株主資本合計 22,863 21,507

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 153 346

  繰延ヘッジ損益 － △3

  為替換算調整勘定 △3 －

  評価・換算差額等合計 149 343

 純資産合計 23,012 21,850

負債純資産合計 41,669 41,410
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(2) 四半期連結損益計算書 

【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日) 

売上高 26,115 30,343

売上原価 21,452 23,302

売上総利益 4,663 7,041

販売費及び一般管理費 3,804 4,009

営業利益 859 3,032

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 32 32

 受取賃貸料 4 2

 助成金収入 25 1

 還付加算金 25 －

 その他 23 25

 営業外収益合計 111 63

営業外費用 

 支払利息 100 79

 売上割引 26 28

 その他 14 22

 営業外費用合計 141 130

経常利益 828 2,965

特別利益 

 投資有価証券売却益 － 19

 貸倒引当金戻入額 － 7

 特別利益合計 － 27

特別損失 

 固定資産除却損 2 4

 投資有価証券評価損 30 40

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 166

 特別損失合計 33 212

税金等調整前四半期純利益 795 2,780

法人税、住民税及び事業税 28 951

法人税等調整額 329 77

法人税等合計 357 1,028

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,751

四半期純利益 437 1,751
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

  

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 9,295 10,527

売上原価 7,003 8,136

売上総利益 2,292 2,391

販売費及び一般管理費 1,296 1,350

営業利益 996 1,040

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 7 9

 受取賃貸料 1 0

 助成金収入 2 0

 その他 8 8

 営業外収益合計 19 19

営業外費用 

 支払利息 28 22

 売上割引 8 8

 その他 3 15

 営業外費用合計 41 47

経常利益 974 1,013

特別利益 

 投資有価証券売却益 － 13

 投資有価証券評価損戻入益 － 64

 特別利益合計 － 77

特別損失 

 固定資産除却損 0 2

 投資有価証券評価損 30 －

 特別損失合計 31 2

税金等調整前四半期純利益 943 1,088

法人税、住民税及び事業税 9 318

法人税等調整額 199 81

法人税等合計 208 399

少数株主損益調整前四半期純利益 － 689

四半期純利益 734 689
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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）

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12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 795 2,780

 減価償却費 611 605

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 166

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △7

 受取利息及び受取配当金 △32 △33

 支払利息 100 79

 持分法による投資損益（△は益） － 5

 売上債権の増減額（△は増加） 1,483 △677

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,192 △903

 仕入債務の増減額（△は減少） △812 1,120

 賞与引当金の増減額（△は減少） △171 △222

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △25

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △65 △78

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △51

 投資有価証券評価損益（△は益） 30 40

 投資有価証券売却損益（△は益） － △19

 有形固定資産除却損 2 4

 その他の資産の増減額（△は増加） △118 △95

 その他の負債の増減額（△は減少） △48 △206

 小計 3,975 2,482

 利息及び配当金の受取額 32 33

 利息の支払額 △87 △78

 法人税等の支払額 △30 △295

 法人税等の還付額 902 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,793 2,142

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有価証券の取得による支出 － △98

 有形固定資産の取得による支出 △480 △510

 投資有価証券の取得による支出 △601 △1,204

 投資有価証券の売却による収入 － 826

 関係会社株式の取得による支出 △14 △162

 貸付けによる支出 △1 △2

 貸付金の回収による収入 4 2

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 11 20

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,083 △1,128

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 2,470 2,160

 短期借入金の返済による支出 △3,895 △1,367

 長期借入金の返済による支出 △158 △2,125

 社債の償還による支出 － △1,000

 自己株式の取得による支出 △145 △14

 配当金の支払額 △132 △370

 その他 △2 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,865 △2,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,844 △1,707

現金及び現金同等物の期首残高 1,022 2,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,866 1,261
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 
 
(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

当社および連結子会社は、ステンレス管、条鋼、鋼管およびその加工品・関連製品の製造販売を主な事業として

おり、全セグメントの売上高および営業利益の合計額に占める割合が、いずれも90％超でありましたので記載を省

略しております。 
 
【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

当社および連結子会社は、海外拠点が存在しないため該当する事項はありません。 
 
【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 
【セグメント情報】 

(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。 
 
１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社では、製品の製造様式、製品商品の市場および顧客ならびにその販売形態を系統的に区分した製品部門別に戦

略を構築し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は製品部門別のセグメントから構成されており、「ステンレス関連」と「その他」の２つを事業セグ

メントとしております。「ステンレス関連」は当社グループが営む主力の事業であり、ステンレス管、ステンレス条

鋼、ステンレス加工品、鋼管の製造販売に加え、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販売にか

かる事業であります。また、「その他」は、自転車関連商品および通信販売用商品の販売にかかる事業であります。 

なお、「その他」の事業セグメントの売上高、利益または損失の金額および資産の額がいずれも事業セグメントの

合計額の10％未満でありますので、報告セグメントは１つであります。 
 
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 
 
３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項) 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 
 
４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 
 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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4. 補足情報  ＜参考資料＞ 

平成23年1月31日 
モリ工業株式会社 

 平成２３年３月期  第３四半期決算発表  
 

(1) 要約連結貸借対照表 
(単位：百万円) 

 当第３四半期 前期 
増減 

 当第３四半期 前期 
増減 

 H22.12.末 H22.3.末  H22.12.末 H22.3.末

流動資産 23,655 23,635 20 負債 18,656 19,559 △903

 現金及び預金 1,261 2,669 △1,408  支払手形及び買掛金 8,227 7,107 1,120

 受取手形及び売掛金 13,137 12,459 678  有利子負債 4,991 7,327 △2,336

 有価証券 99 300 △201  長期リース資産減損勘定 1,303 1,474 △171

 たな卸資産 8,575 7,671 904  その他 4,133 3,651 482

 その他 581 535 46 純資産 23,012 21,850 1,162

固定資産 18,014 17,774 240  株主資本 22,863 21,507 1,356

 有形固定資産 14,049 14,071 △22  評価・換算差額等 149 343 △194

 無形固定資産 18 28 △10   

 投資その他の資産 3,946 3,674 272   

資産合計 41,669 41,410 259 負債・純資産合計 41,669 41,410 259

 

(2) 要約連結損益計算書 
(単位：百万円) 

 当第３四半期 百分比 前第３四半期 百分比
増減 

 H22.4～12 ％ H21.4～12 ％ 

売 上 高 30,343 100.0 26,115 100.0 4,228

営 業 利 益 3,032 10.0 859 3.3 2,173

営 業 外 収 益 63 0.2 111 0.4 △48

営 業 外 費 用 130 0.4 141 0.5 △11

経 常 利 益 2,965 9.8 828 3.2 2,137

特 別 利 益 27 0.1 ─ ─ 27

特 別 損 失 212 0.7 33 0.1 179

税 引 前 利 益 2,780 9.2 795 3.1 1,985

法 人 税 等 1,028 3.4 357 1.4 671

四 半 期 純 利 益 1,751 5.8 437 1.7 1,314

 

(3) 実質有利子負債の比較 
(単位：百万円) 

 当第３四半期 前期 
増減 

 H22.12.末 H22.3.末 

①有利子負債 4,991 7,327 △2,336

②現金､預金､有価証券、 
  余資運用の投資有価証券 

2,547 3,760 △1,213

実質有利子負債①－② 2,444 3,566 △1,122

 

(4) 当第３四半期の経常利益増減要因（前第３四半期対比） 
(単位：百万円) 

増益要因 金額 減益要因 金額 

1.販売金額（量・価格含む）の増加 1,730 1.原材料を含めた変動費の増加 △481

2.前年同期の割高な期首製品たな卸高による

売上原価の引上げの解消 
1,084

2.固定費の増加 △228

3.その他 32  

計 2,846 計 △709

差引 2,137  

 


