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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 29,522 8.5 174 △4.9 293 △29.9 △286 ―
24年3月期第2四半期 27,216 △4.2 183 △44.6 419 16.9 112 △17.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △291百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △76百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △5.20 ―
24年3月期第2四半期 2.04 ―

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

25年3月期第2四半期 45,525 19,587 41.6 344.39
24年3月期 45,713 20,128 42.9 356.66
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  18,940百万円 24年3月期  19,616百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 3.00
25年3月期（予想） ― 3.00 6.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 63,400 3.1 1,060 42.7 1,300 7.2 180 △44.0 3.27



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

※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
半期連結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、当社が現在入手している情報およ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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 55,176,000 株 24年3月期 55,176,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 178,482 株 24年3月期 175,636 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 54,998,658 株 24年3月期2Q 55,003,962 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当上半期の売上高は295億22百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は1億74百万円（前年同期比4.9％減）、経

常利益は2億93百万円（前年同期比29.9％減）、第２四半期純損失は2億86百万円（前年同期の第２四半期純利益は

1億12百万円）となりました。 

 売上高は、 

①化学品関連事業において、機能性食品・機能性樹脂・触媒等の受託製造事業およびジェネリック医薬品向け原体

製造事業で増加し基礎化学品の減少をカバーしたこと 

②住宅設備機器関連事業において、前年のような震災の影響を受けずほぼ計画どおり推移したこと 

等により増加しました。 

 営業利益は、化学品関連事業および空調設備工事関連事業の利益増により、住宅設備機器関連事業での不採算工

事物件の損失をカバーし、ほぼ前年同期並みとなりました。経常利益は持分法投資損益の悪化により減少し、ま

た、投資有価証券評価損の発生および法人税等により第２四半期純利益は赤字となりました。 

  

＜セグメントの状況＞ 

 当連結会計年度における営業損益予想の大きいセグメント順に記載します。 

  

〔化学品関連事業〕 

 国内事業の売上高については、基礎化学品は、東北・北関東の新規エリア開拓が着実に進みましたが、電子部品

メーカーの工場稼働率低下の影響を受け減少しました。一方、機能性食品・機能性樹脂・触媒等の受託製造事業お

よびジェネリック医薬品向け原体製造事業は計画および前年同期を上回り、国内事業全体では増加しました。 

 ベトナム事業（平成24年1～6月）の売上高については、化成品事業は、ほぼ前年同期並みを確保することがで

き、さらに、健康食品の中間体製造事業は堅調な受注に支えられ増加しました。 

 全体の売上高は前年同期比5.8％増の143億44百万円、営業利益は前年同期比19.4％増の8億24百万円となりまし

た。 

  

〔情報システム関連事業〕 

 オリジナルソリューションであるPOWER EGG®については、新規顧客開拓およびバージョンアップ更新案件がほぼ

計画どおり進み、電子デバイス関連も計画を上回りました。しかし、首都圏および北陸地区の両地区において、シ

ステム開発案件、アウトソーシング案件とも受注遅延が複数発生したことから、受注高は前年同期比3.4％減の29

億99百万円となりました。 

売上高は電子デバイス関連の増加により前年同期比10.0％増の32億85百万円となり、営業利益は本業のシステ

ム開発案件が振るわず、前年同期比2.7％減の2億19百万円となりました。 

  

本年10月1日付で、営業・技術一体によるサービス提供スタイルを堅持しつつ、これまで築きあげてきた顧客と

の関係を将来に向けて継承できる体制の確保ならびに新たな顧客の創造を追求していくため、北陸地区を事業エリ

アとしていた当社情報システム事業部と首都圏を事業エリアとしていた当社情報ソリューション事業部を統合し

（事業部名は情報システム事業部）、事業部の直下に「営業統括部」と「システム統括部」を新設しました。 

  

〔エネルギー関連事業〕 

 産業用燃料は、Ａ重油については同業他社との価格競争が激しく販売数量は減少しましたが、地域の同業者への

軽油・ガソリン等石油製品の販売シェア拡大を図ることで、全体の販売数量は増加しました。 

 ＬＰＧは、一般家庭向けについては集合住宅の入居率低下により販売数量が減少し、さらに卸売向け販売数量減

もあり、前年同期に比べ販売数量が減少しました。 

 売上高は、産業用燃料の販売数量増に加え、ＬＰＧの販売単価が前年同期に比べ高い水準にあり、販売数量減を

カバーできたことから、前年同期比4.4％増の28億65百万円となりました。営業利益は、販売競争の熾烈化に起因

した利益率の悪化、事業拡大に向けた人員増による経費増により、前年同期比42.9％減の70百万円となりました。

  

〔空調設備工事関連事業〕 

 環境・省エネに対する政府の補助金制度を活用した顧客視点でのソリューション提案を積極的に推進しました。

 受注高は、そうしたリニューアル工事案件の増加が新規大型マンション案件の減少をカバーし、前年同期比

1.8％減の38億21百万円とほぼ前年同期並みとなりました。また、受注時利益は前年同期を上回る利益を確保する

ことができました。 

 売上高は、前年度下半期からのリニューアル工事案件の増加により前年同期比4.9％増の43億79百万円、営業利

益は前年同期比157.4％増の93百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕 

 受注高は、樹脂成形品事業については、主力の自動車部品分野での新型車種向け製品の生産開始により増加し、

金型事業についても、計画および前年同期を上回りました。 

売上高は、金型事業について、下半期に計上される案件が多いことから減少しましたが、樹脂成形品事業の増

加でカバーし、前年同期比12.3％増の9億81百万円、営業損失は59百万円と前年同期に比べ損失額が減少しました

（前年同期の営業損失は78百万円）。 

  

〔住宅設備機器関連事業〕 

 本年3月の子会社再編によりスタートした新生㈱インフィル・㈱インテンザのもと、事業の再構築を志向し採算

を重視した受注活動を推進しました。受注時利益率は改善することができましたが、受注高は前年同期比21.3％減

の57億87百万円となりました。売上高は前年同期比26.0％増の41億20百万円となりましたが、営業損失は、子会社

㈱インテンザの前期末の仕掛案件において、受注時の想定を上回る原価計上を余儀なくされたことにより4億30百

万円と前年同期に比べ損失額が増加しました（前年同期の営業損失は3億18百万円）。 

  

 事業継続計画については、特に、災害発生時における対策本部設置および意思決定の迅速化ならびに行動計画の

実行性向上を図るため、想定訓練の頻度を上げ、手順・体制の見直しを随時実施しています。また、本年4月、警

視庁より災害危機管理の専門家1名および東京消防庁より警防面の特殊対策の専門家1名を東京本社に配属しまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、455億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億88百万円減少

いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金12億55百万円の減少、完成工事未収入金2億2百万円の減少、投資

有価証券4億73百万円の減少、現金及び預金2億20百万円の増加、仕掛品14億22百万円の増加であります。 

 負債残高は、259億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億52百万円増加いたしました。主な要因は、流動

負債のその他に含まれる前受金5億79百万円の増加、短期借入金1億65百万円の増加、長期借入金1億92百万円の増

加、支払手形及び買掛金7億78百万円の減少であります。 

 純資産残高は、195億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億40百万円減少いたしました。 

 これらの結果、連結ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末の42.9％から41.6％となり、1株当たりの純資

産額は、前連結会計年度末の356円66銭から344円39銭に減少しました。  

  

（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の残高は30億16百万円となり、前連結会計年度末に比

べ2億23百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は3億11百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前

四半期純利益1億84百万円、減価償却費4億96百万円、売上債権の減少額14億66百万円、その他に含まれる前受金の

増加額5億79百万円であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額14億38百万円、仕入債務の減少額6億18百万

円、法人税等の支払額5億55百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億19百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得

による支出1億61百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1億28百万円の収入となりました。主な要因は、短期及び長期の借入

金の純増額が合わせて3億70百万円、配当金の支払額1億65百万円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年9月7日に発表しました通期連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算   

 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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

減価償却方法の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しています。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等

三谷産業（株）（8285）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

-4-



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,904 3,125

受取手形及び売掛金 17,500 16,245

完成工事未収入金 2,678 2,476

商品及び製品 1,123 1,020

仕掛品 1,159 2,582

未成工事支出金 34 67

原材料及び貯蔵品 335 426

その他 813 996

貸倒引当金 △10 △6

流動資産合計 26,540 26,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,123 5,019

土地 3,748 3,748

その他（純額） 1,135 1,148

有形固定資産合計 10,008 9,916

無形固定資産   

ソフトウエア 530 468

その他 147 182

無形固定資産合計 677 651

投資その他の資産   

投資有価証券 7,276 6,802

その他 1,212 1,222

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 8,486 8,023

固定資産合計 19,172 18,590

資産合計 45,713 45,525
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,235 10,456

工事未払金 1,233 1,401

短期借入金 7,863 8,029

未払法人税等 528 353

役員賞与引当金 50 18

受注損失引当金 69 60

完成工事補償引当金 36 28

その他 1,885 2,767

流動負債合計 22,903 23,115

固定負債   

長期借入金 447 640

退職給付引当金 118 113

役員退職慰労引当金 439 416

資産除去債務 83 84

その他 1,592 1,567

固定負債合計 2,681 2,822

負債合計 25,584 25,937

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 2,702 2,702

利益剰余金 12,924 12,395

自己株式 △38 △38

株主資本合計 19,290 18,760

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,122 889

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △797 △708

その他の包括利益累計額合計 326 180

少数株主持分 511 646

純資産合計 20,128 19,587

負債純資産合計 45,713 45,525

三谷産業（株）（8285）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

-6-



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 27,216 29,522

売上原価 22,753 24,920

売上総利益 4,462 4,602

販売費及び一般管理費 4,278 4,427

営業利益 183 174

営業外収益   

受取利息 11 4

受取配当金 55 61

持分法による投資利益 56 －

負ののれん償却額 9 9

その他 175 178

営業外収益合計 307 254

営業外費用   

支払利息 25 31

持分法による投資損失 － 54

その他 47 49

営業外費用合計 72 135

経常利益 419 293

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 6 3

抱合せ株式消滅差益 30 －

その他 1 －

特別利益合計 39 4

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 1 2

投資有価証券評価損 1 111

その他 0 0

特別損失合計 4 113

税金等調整前四半期純利益 454 184

法人税等 249 331

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

205 △146

少数株主利益 93 139

四半期純利益又は四半期純損失（△） 112 △286
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

205 △146

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △279 △224

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 4 89

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △8

その他の包括利益合計 △282 △145

四半期包括利益 △76 △291

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △169 △431

少数株主に係る四半期包括利益 92 140
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 454 184

減価償却費 447 496

負ののれん償却額 △6 △6

持分法による投資損益（△は益） △56 54

投資事業組合運用損益（△は益） 12 9

投資有価証券評価損益（△は益） 1 111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41 △31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 △5

受注損失引当金の増減額（△は減少） △9 △8

受取利息及び受取配当金 △66 △66

支払利息 25 31

投資有価証券売却損益（△は益） △6 △3

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △30 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 1 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,400 1,466

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,393 △1,438

仕入債務の増減額（△は減少） 722 △618

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△4 －

その他 620 674

小計 1,054 823

利息及び配当金の受取額 77 76

利息の支払額 △28 △32

法人税等の支払額 △366 △555

営業活動によるキャッシュ・フロー 736 311
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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 △7 △0

定期預金の払戻による収入 92 －

有形固定資産の取得による支出 △669 △161

有形固定資産の売却による収入 1 2

無形固定資産の取得による支出 △90 △22

投資有価証券の取得による支出 △22 △13

投資有価証券の売却による収入 6 3

貸付けによる支出 △8 △7

貸付金の回収による収入 0 3

その他 △24 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △722 △219

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） △18 116

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △53 △72

長期借入れによる収入 244 400

長期借入金の返済による支出 △304 △145

配当金の支払額 △165 △165

少数株主への配当金の支払額 △0 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △298 128

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △290 223

現金及び現金同等物の期首残高 3,236 2,793

連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額

39 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,985 3,016
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にマンション・ビル等

   の保全管理の事業であります。 

  

２．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）  

                                  （単位：百万円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  報告セグメント  

その他 

（注） 
合計 

  
化学品関連

事業 

情報システ

ム関連事業 

エネルギー

関連事業 

空調設備工

事関連事業 

樹脂・エレ

クトロニク

ス関連事業 

住宅設備機

器関連事業 
計 

売上高                   

外部顧客への売上高  13,557  2,923  2,612  4,154  874  3,042  27,165  50  27,216

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0    63  131 21  －  226  443 192 636

計  13,558    2,986  2,744  4,175  874  3,269  27,609  243  27,852

セグメント利益又は損

失（△） 
 690    225 123 36  △78  △318  678  8  686

利益 金額 

 報告セグメント計 678

 「その他」の区分の利益 8

 セグメント間取引消去 45

 全社費用（注） △548

 四半期連結損益計算書の営業利益 183
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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  

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にマンション・ビル等

   の保全管理の事業であります。 

  

２．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）  

                                  （単位：百万円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 該当事項はありません。   

  報告セグメント  

その他 

（注） 
合計 

  
化学品関連

事業 

情報システ

ム関連事業 

エネルギー

関連事業 

空調設備工

事関連事業 

樹脂・エレ

クトロニク

ス関連事業 

住宅設備機

器関連事業 
計 

売上高                   

外部顧客への売上高  14,343  3,152  2,749  4,362  980  3,884  29,473  49  29,522

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0    133  116 17  0  235  504 293 798

計  14,344    3,285  2,865  4,379  981  4,120  29,978  342  30,321

セグメント利益又は損

失（△） 
 824    219 70 93  △59  △430  717  62  780

利益 金額 

 報告セグメント計 717

 「その他」の区分の利益 62

 セグメント間取引消去 75

 全社費用（注） △681

 四半期連結損益計算書の営業利益 174

（７）重要な後発事象
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①受注実績  
                                                    (単位：百万円)  

  （注）1．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。 

     2．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②販売実績 

                                          （単位：百万円） 

（注）1．販売実績の金額には、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

   2．上記金額には消費税は含まれておりません。   

  

５．補足情報

（１）受注及び販売の状況

セグメントの状況 

当第２四半期連結累計期間  

 (自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日)   

 当第２四半期連結会計期間末 

 (平成24年９月30日) 

  

受注高   前年同期比（％） 受注残高  前年同期比（％）

 情報システム関連事業  2,999 96.6  3,187 101.8

 空調設備工事関連事業 3,821  98.2  6,523  96.9

 住宅設備機器関連事業 5,787  78.7  8,251  77.2

セグメントの状況 
当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）

売上高 前年同期比（％） 

 化学品関連事業  14,344  105.8

 情報システム関連事業  3,285  110.0

 エネルギー関連事業 2,865  104.4

 空調設備工事関連事業  4,379  104.9

 樹脂・エレクトロニクス関連事業   981   112.3

 住宅設備機器関連事業  4,120  126.0

 その他  342  141.0

合計  30,321  108.9
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