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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

       25年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当25円00銭 記念配当5円00銭 

    25年３月期期末配当金（予想）の内訳 普通配当25円00銭 記念配当5円00銭   

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 22,372 1.0 2,077 △20.7 2,070 △0.6 1,277 3.4

24年３月期第２四半期 22,152 4.7 2,618 23.4 2,082 △2.4 1,236 10.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,431百万円(21.3％) 24年３月期第２四半期 1,180百万円(32.1％)

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 66 .67 －

24年３月期第２四半期 64 .50 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 58,563 37,832 64.6

24年３月期 60,819 36,880 60.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 37,832百万円 24年３月期 36,880百万円

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

24年３月期 － 20 .00 － 25 .00 45 .00

25年３月期 － 30 .00

25年３月期(予想) － 30 .00 60 .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)

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 48,430 2.6 5,250 △7.9 5,210 2.1 3,170 11.0 165 .41



  

 

 
（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.５「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。 

 
  

    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。 

  

    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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。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、添付資料P.４「１．当四半期決算に関する定

性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（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) 25年３月期２Ｑ 20,688,135株 24年３月期 20,688,135株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,524,076株 24年３月期 1,524,060株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 19,164,067株 24年３月期２Ｑ 19,164,158株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、自動車販売の好調等に支えられ緩やかな回復傾向

にありましたが、長引く欧州債務問題や中国経済の成長鈍化といった海外経済の減速等から足踏み状態

に陥り、先行き不透明な状況となっております。当社グループをとりまく事業環境につきましても、半

導体、電機業界の不振や、特例公債法案成立の遅れに伴う政府予算執行の先送り等の影響から、特に期

間後半にかけて弱含みでの推移となりました。 

  

このような事業環境のもと、当社グループとしましては、本年５月に研究設備商品を掲載した専門カ

タログ「アスレ研究設備カタログNo.700」を発刊し、関連商品の拡販を図りました。このほか、３月に

発刊した病院・介護部門の総合カタログ「ナビス看護・医療用品総合カタログNo.20000」の浸透活動実

施や各種商品パンフレットの発行・配布等、販売促進に努めました。 

また、システム面では、新基幹システム「ＡＳＣＡ」（ASONE CORE APPLICATIONS）を５月から稼

動させ、顧客対応や受発注業務等の効率化、迅速化を図りました。 

  

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、223億72百万円（前年同四半期比1.0％増）と

なりました。部門別にみますと、研究・産業機器部門につきましては、半導体、電機業界をはじめとし

た民間企業の不振、国立大学法人等への運営費交付金の支払先送り、東日本大震災復興需要の反動等を

背景に低調に推移し、売上高170億78百万円（前年同四半期比2.2％減）となりました。一方、病院・介

護部門につきましては、３月に発刊した同部門における総合カタログ「ナビス看護・医療用品総合カタ

ログNo.20000」の効果、病院施設の老朽化対応・耐震性強化のための建替えの本格化、震災の影響から

減少していた診療所新規開業案件の増加等を背景に堅調に推移し、売上高52億93百万円（前年同四半期

比12.8％増）となりました。 

  

また、販売費及び一般管理費につきましては、前年同四半期比５億29百万円増の48億26百万円となり

ました。これは２年ぶりに発刊した研究・産業機器部門における総合カタログの費用を計上したことや

新基幹システムの償却負担が増加したこと等によるものです。この結果、営業利益は20億77百万円（前

年同四半期比20.7％減）となりましたが、営業外損益が前年同四半期比５億29百万円改善したことか

ら、経常利益は20億70百万円（前年同四半期比0.6％減）、四半期純利益は12億77百万円（前年同四半

期比3.4％増）となりました。  

  

１．当四半期決算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

（7476） 平成25年3月期第2四半期決算短信 

- 2 -

KKUSER
スタンプ



  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、404億69百万円（前連結会計年度末比９億17百万円減）

となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が29億25百万円減少した一方、現金及び預金が18

億１百万円増加したこと等によるものであります。  

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、180億93百万円（前連結会計年度末比13億39百万円減）

となりました。これは、主として長期性預金が10億円減少したこと、無形固定資産が３億53百万円減少

したこと等によるものであります。  

以上により、当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、585億63百万円（前連結会計年度末比22億

56百万円減）となりました。  

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、114億１百万円（前連結会計年度末比25億16百万円減）

となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が17億13百万円減少したこと、未払法人税等が８

億１百万円減少したこと等によるものであります。  

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、93億28百万円（前連結会計年度末比６億92百万円減）と

なりました。これは、主として役員退職慰労引当金が３億25百万円減少したこと、長期借入金が３億円

減少したこと等によるものであります。  

以上により、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、207億30百万円（前連結会計年度末比32億

９百万円減）となりました。  

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、378億32百万円（前連結会計年度末比９億52百万円増）と

なりました。これは、主として利益剰余金が７億98百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億１百万円増加

し、53億79百万円となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億95百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増減

額による17億14百万円の支出、法人税等の支払による13億93百万円の支出等があった一方、税金等調整

前四半期純利益による20億68百万円の収入、売上債権の増減額による29億26百万円の収入等があったこ

とによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、７億12百万円の収入となりました。これは、定期預金の預入

と払戻との差引きによる９億円の収入等があったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、８億12百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返

済による３億円の支出、配当金の支払による４億78百万円の支出等があったことによるものです。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しとしましては、一般景気動向の影響を受けにくい病院・介護部門につきましては、当第

２四半期連結累計期間に続き堅調に推移するものと見込んでおります。研究・産業機器部門につきまし

ては、９月に配布した同部門における総合カタログを10月から一斉運用開始することによる売上の上乗

せ効果を見込んでおりますが、政府予算執行抑制の影響や景気減速等から官民ともに厳しい環境が続く

ものと予想されます。このため平成25年３月期（平成24年４月１日～平成25年３月31日）の業績予想を

次のとおり修正いたします。 

  

 （通期 連結） 

 
  

 （通期 個別） 

 
  

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではあ

りません。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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 50,400 5,500 5,400 3,220 168.02

今回修正予想（Ｂ） 48,430 5,250 5,210 3,170 165.41

増減額（Ｂ-Ａ） △1,970 △250 △190 △50 △2.61

増減率（％） △3.9 △4.5 △3.5 △1.6 △1.6

前期実績 47,204 5,701 5,102 2,855 149.00

売上高 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 円 銭

前回発表予想（Ａ） 49,000 5,210 3,110 162.28

今回修正予想（Ｂ） 47,170 5,090 3,090 161.24

増減額（Ｂ-Ａ） △1,830 △120 △20 △1.04

増減率（％） △3.7 △2.3 △0.6 △0.6

前期実績 46,080 4,951 2,766 144.36
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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

日以後に取得した建物（附属設備を除く）以外の有形固定資産及び投資不動産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 18,117,654 19,919,025

受取手形及び売掛金 17,910,521 14,984,728

たな卸資産 4,670,741 4,883,984

繰延税金資産 453,496 283,144

その他 259,642 419,742

貸倒引当金 △25,338 △21,229

流動資産合計 41,386,718 40,469,396

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,311,143 2,283,505

土地 3,434,558 3,434,558

その他（純額） 500,160 475,008

有形固定資産合計 6,245,862 6,193,072

無形固定資産 2,344,937 1,991,249

投資その他の資産   

投資有価証券 4,264,790 4,533,071

繰延税金資産 439,458 336,703

投資不動産（純額） 4,686,294 4,599,922

長期性預金 1,000,000 －

その他 503,797 503,801

貸倒引当金 △51,955 △63,935

投資その他の資産合計 10,842,384 9,909,564

固定資産合計 19,433,184 18,093,886

資産合計 60,819,902 58,563,282

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,203,321 8,489,559

短期借入金 810,000 800,000

未払法人税等 1,410,051 608,261

賞与引当金 427,517 343,344

その他 1,067,901 1,160,663

流動負債合計 13,918,791 11,401,828

固定負債   

長期借入金 8,675,000 8,375,000

退職給付引当金 120,695 64,306

役員退職慰労引当金 433,798 108,116

資産除去債務 407,933 411,718

その他 383,506 369,342

固定負債合計 10,020,934 9,328,483

負債合計 23,939,726 20,730,311
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,075,000 5,075,000

資本剰余金 5,469,500 5,469,500

利益剰余金 29,248,340 30,046,837

自己株式 △3,213,138 △3,213,166

株主資本合計 36,579,702 37,378,170

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 350,524 521,602

繰延ヘッジ損益 13,640 △10,934

為替換算調整勘定 △63,689 △55,867

その他の包括利益累計額合計 300,474 454,799

純資産合計 36,880,176 37,832,970

負債純資産合計 60,819,902 58,563,282
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（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：千円)

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 22,152,501 22,372,336

売上原価 15,236,783 15,468,514

売上総利益 6,915,717 6,903,821

販売費及び一般管理費 4,296,877 4,826,021

営業利益 2,618,839 2,077,800

営業外収益   

受取利息 109,196 48,809

受取配当金 5,793 6,625

不動産賃貸料 64,839 125,589

その他 43,499 22,553

営業外収益合計 223,329 203,578

営業外費用   

支払利息 83,399 60,087

為替差損 500,314 －

不動産賃貸原価 167,938 139,327

その他 7,994 11,054

営業外費用合計 759,645 210,469

経常利益 2,082,523 2,070,910

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,919

特別損失合計 － 1,919

税金等調整前四半期純利益 2,082,523 2,068,991

法人税、住民税及び事業税 744,491 597,796

法人税等調整額 101,955 193,597

法人税等合計 846,446 791,393

少数株主損益調整前四半期純利益 1,236,077 1,277,597

四半期純利益 1,236,077 1,277,597

（7476） 平成25年3月期第2四半期決算短信 

- 8 -

KKUSER
スタンプ



 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：千円)

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 1,236,077 1,277,597

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,883 171,078

繰延ヘッジ損益 △53,084 △24,575

為替換算調整勘定 5,630 7,822

その他の包括利益合計 △55,336 154,325

四半期包括利益 1,180,740 1,431,923

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,180,740 1,431,923

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 2,082,523 2,068,991

減価償却費 452,578 496,398

受取利息及び受取配当金 △114,990 △55,435

支払利息 83,399 60,087

売上債権の増減額（△は増加） 2,326,053 2,926,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △442,303 △211,867

仕入債務の増減額（△は減少） △1,280,548 △1,714,401

その他 310,761 △362,032

小計 3,417,473 3,208,729

利息及び配当金の受取額 86,980 40,182

利息の支払額 △84,839 △60,228

法人税等の支払額 △1,135,558 △1,393,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,284,055 1,795,577

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 △11,036,779 △3,000,000

定期預金の払戻による収入 4,903,508 3,900,000

有形固定資産の取得による支出 △19,281 △131,717

無形固定資産の取得による支出 △640,987 △63,861

その他 10,922 8,271

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,782,619 712,692

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） － △10,000

長期借入金の返済による支出 △300,000 △300,000

リース債務の返済による支出 △23,877 △23,877

自己株式の取得による支出 △66 △28

配当金の支払額 △345,008 △478,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △668,952 △812,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330,609 5,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,498,125 1,701,370

現金及び現金同等物の期首残高 13,619,335 3,677,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,121,209 5,379,025
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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(単位：千円) 

 
  

５．（参考）四半期財務諸表（個別）

（１）(参考)四半期貸借対照表（個別）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 17,666,605 19,521,787

  受取手形及び売掛金 17,562,134 14,647,719

  たな卸資産 4,426,421 4,637,515

  繰延税金資産 436,116 260,372

  その他 235,958 366,978

  貸倒引当金 △24,241 △20,373

    流動資産合計 40,302,996 39,413,999

 固定資産

  有形固定資産

   建物（純額） 2,287,135 2,259,615

   土地 3,434,558 3,434,558

   その他（純額） 504,653 483,100

      有形固定資産合計 6,226,346 6,177,274

  無形固定資産 2,328,551 1,975,272

  投資その他の資産

   投資有価証券 4,264,790 4,533,071

   関係会社出資金 800,000 800,000

   繰延税金資産 470,511 366,774

   投資不動産（純額） 4,686,294 4,599,922

   長期性預金 1,000,000 －

   その他 526,409 525,863

   貸倒引当金 △50,825 △63,055

   投資その他の資産合計 11,697,180 10,762,576

    固定資産合計 20,252,078 18,915,123

 資産合計 60,555,074 58,329,122

（7476） 平成25年3月期第2四半期決算短信 

- 12 -

KKUSER
スタンプ



  
(単位：千円)

 
  

(注)この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(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 9,895,958 8,175,625

  短期借入金 600,000 600,000

  未払法人税等 1,329,000 594,798

  賞与引当金 416,893 324,952

  その他 1,197,863 1,287,610

  流動負債合計 13,439,715 10,982,987

 固定負債

  長期借入金 8,675,000 8,375,000

  退職給付引当金 104,908 48,363

  役員退職慰労引当金 431,435 105,252

  資産除去債務 407,933 411,718

  その他 383,506 369,342

  固定負債合計 10,002,783 9,309,676

 負債合計 23,442,498 20,292,664

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,075,000 5,075,000

  資本剰余金 5,469,500 5,469,500

  利益剰余金 29,417,050 30,194,457

  自己株式 △3,213,138 △3,213,166

  株主資本合計 36,748,411 37,525,790

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 350,524 521,602

  繰延ヘッジ損益 13,640 △10,934

  評価・換算差額等合計 364,164 510,667

 純資産合計 37,112,575 38,036,457

負債純資産合計 60,555,074 58,329,122
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  第２四半期累計期間 

(単位：千円) 

 
  

(注)この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対

象ではありません。 

  

  

  

（２）(参考)四半期損益計算書（個別）

前第２四半期累計期間
(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 21,610,870 21,819,804

売上原価 15,012,196 15,224,454

売上総利益 6,598,673 6,595,350

販売費及び一般管理費 4,061,047 4,575,031

営業利益 2,537,626 2,020,318

営業外収益

 受取利息 108,973 45,022

 受取配当金 70,293 32,625

 不動産賃貸料 72,215 133,857

 その他 43,018 19,723

 営業外収益計 294,500 231,228

営業外費用

 支払利息 82,480 59,407

 為替差損 499,644 －

 不動産賃貸原価 167,938 139,327

 その他 7,932 10,087

 営業外費用計 757,995 208,822

経常利益 2,074,131 2,042,723

特別損失

 投資有価証券評価損 － 1,919

 特別損失計 － 1,919

税引前四半期純利益 2,074,131 2,040,804

法人税、住民税及び事業税 711,964 584,324

法人税等調整額 134,091 199,971

法人税等合計 846,056 784,296

四半期純利益 1,228,075 1,256,508
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(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．部門別販売実績は、部門ごとに管轄する得意先への販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情報

の記載ではありません。 

  

 
(注) １．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．品目別販売実績は、当社の品目分類による品目ごとの販売実績を集計した補足情報であり、セグメント情

報の記載ではありません。 

  

  

６．補足情報

    販売実績

ａ．部門別販売実績

部門

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

  研究・産業機器部門 17,457,598 78.8 17,078,819 76.3

  病院・介護部門 4,694,902 21.2 5,293,516 23.7

合計 22,152,501 100.0 22,372,336 100.0

ｂ．品目別販売実績

品目

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

科学機器・装置

汎用科学機器・装置 3,190,427 14.4 3,108,045 13.9

分析、特殊機器・装置 3,217,127 14.5 3,165,711 14.2

物理、物性測定機器・装置 1,389,613 6.3 1,282,139 5.7

実験用設備機器 1,578,083 7.1 1,547,720 6.9

小計 9,375,251 42.3 9,103,616 40.7

科学器具・消耗品

汎用器具・消耗品 6,672,902 30.1 6,527,217 29.2

半導体関係特殊器具 2,249,544 10.2 2,333,646 10.4

小計 8,922,446 40.3 8,860,864 39.6

看護・介護用品 3,854,803 17.4 4,407,854 19.7

合計 22,152,501 100.0 22,372,336 100.0
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