
 

平成 24 年 12 月 7 日 

 

各  位  
        会 社 名  株式会社テー・オー・ダブリュー 

代表者名 代表取締役社長兼 
       最高執行責任者（COO） 江草 康二 

         (コード番号：4767 東証第一部） 
問合せ先  常務取締役兼執行役員管理本部長 

木村 元 
  ＴＥＬ   03－5777－1888 

 
 
 

（訂正）「平成 24 年６月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成 24 年２月６日に発表しました「平成 24 年６月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」について訂正がありましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては、平成 24 年 11 月 13 日付「不適切な会計処理の判明および平成

25 年６月期第１四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）への指定見込

みに関するお知らせ」および、本日付「不適切な会計処理に関する社内調査結果についての

お知らせ」にて開示しておりますので、ご参照ください。 

 

２． 訂正内容 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 
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 【サマリー情報】 

（訂正前） 

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  
  

（訂正後） 

 

 
 

 

 
  

 
  

 

 

 

  

  

(百万円未満切捨て)

１．平成24年６月期第２四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成23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 ％

24年６月期第２四半期 6,830 17.8 592 66.8 600 70.5 322 120.4
23年６月期第２四半期 5,799 △16.8 355 △11.1 352 △12.1 146 △32.4

(注) 包括利益 24年６月期第２四半期 253百万円(75.9％) 23年6月期第２四半期 144百万円(－％)

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

24年６月期第２四半期 28 32 －
23年６月期第２四半期 12 76 －

（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

24年６月期第２四半期 8,911 5,214 58.5 457 40
23年６月期 7,391 5,015 67.8 439 98

(参考) 自己資本 24年６月期第２四半期 5,213百万円  23年６月期 5,014百万円

(百万円未満切捨て)

１．平成24年６月期第２四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成23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 ％

24年６月期第２四半期 6,829 18.3 555 67.8 563 71.8 297 93.3
23年６月期第２四半期 5,772 △16.9 331 △14.6 327 △15.7 153 △26.6

(注) 包括利益 24年６月期第２四半期 228百万円(33.7％) 23年６月期第２四半期 170百万円(－％)

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

24年６月期第２四半期 26 09 －
23年６月期第２四半期 13 40 －

（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

24年６月期第２四半期 8,928 5,131 57.5 450 12
23年６月期 7,392 4,958 67.1 434 93

(参考) 自己資本 24年６月期第２四半期 5,130百万円  23年６月期 4,957百万円
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【訂正箇所：添付資料 ２ページ目】 

（訂正前） 

～（略）～ 

その結果、当第2四半期の業績は、連結・個別共に平成23年８月５日発表の業績予想を上回り、平成

23年12月15日に業績予想の上方修正を行いました。さらに、既存案件の売上高が引き続き予想を上回っ

たことに加え、販管費の予算未消化があったため、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに

公表値を上回る結果となり、売上高は68億30百万円（前年同四半期比17.8％増）、営業利益は５億92百

万円（前年同四半期比66.8％増）、経常利益は６億00百万円（前年同四半期比70.5％増）、四半期純利

益は3億22百万円（前年同四半期比120.4％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ15億20百万円増加し、89億11百万

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ16億46百万円増加の75億53百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が４億15百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が９億23百万円、未収入金が10億51

百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億25百万円減少の13億58百万円となりました。 

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少の86百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少の52百万円となりました。これは主に、株式

会社ペッププランニングとの資本関係を解消したことによる、のれんの減少によるものであります。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ87百万円減少の12億19百万円となりました。これは主

に、繰延税金資産が34百万円増加しましたが、投資有価証券が１億17百万円減少したこと等によるもの

であります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ13億59百万円増加の33億59百万円となりました。これは主に、

買掛金が９億２百万円、その他が２億42百万円、未払法人税等が１億97百万円増加したこと等によるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少の３億37百万円となりました。これは主に、退職

給付引当金が６百万円、役員退職慰労引当金が６百万円増加しましたが、長期借入金が50百万円減少し

たこと等によるものであります。 

  

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億98百万円増加の52億14百万円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金が69百万円減少しましたが、利益剰余金が２億67百万円増加したこと等による

ものであります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（訂正後） 

～（略）～  

その結果、当第2四半期の業績は、連結・個別共に平成23年８月５日発表の業績予想を上回り、平成

23年12月15日に業績予想の上方修正を行いました。さらに、既存案件の売上高が引き続き予想を上回っ

たことに加え、販管費の予算未消化があったため、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに

公表値を上回る結果となり、売上高は68億29百万円（前年同四半期比18.3％増）、営業利益は５億55百

万円（前年同四半期比67.8％増）、経常利益は５億63百万円（前年同四半期比71.8％増）、四半期純利

益は２億97百万円（前年同四半期比93.3％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ15億36百万円増加し、89億28百万

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ16億50百万円増加の75億19百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が４億15百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が９億22百万円、未収入金が10億51

百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億14百万円減少の14億９百万円となりました。 

固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少の86百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少の52百万円となりました。これは主に、株式

会社ペッププランニングとの資本関係を解消したことによる、のれんの減少によるものであります。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ76百万円減少の12億70百万円となりました。これは主

に、繰延税金資産が46百万円増加しましたが、投資有価証券が１億17百万円減少したこと等によるもの

であります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ14億円増加の34億58百万円となりました。これは主に、買掛金

が９億43百万円、その他が２億42百万円、未払法人税等が１億97百万円増加したこと等によるものであ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少の３億37百万円となりました。これは主に、退職

給付引当金が６百万円、役員退職慰労引当金が６百万円増加しましたが、長期借入金が50百万円減少し

たこと等によるものであります。 

  

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億73百万円増加の51億31百万円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金が69百万円減少しましたが、利益剰余金が２億42百万円増加したこと等による

ものであります。 

  

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

4



【訂正箇所：添付資料 ５ページ目】 

（訂正前） 

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23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,895,474 1,479,710

受取手形及び売掛金 1,225,746 ※2 2,149,030

未成業務支出金 198,777 292,405

未収入金 ※1 2,487,548 ※1 3,538,976

前払費用 36,392 35,759

繰延税金資産 53,154 45,135

その他 10,554 12,582

貸倒引当金 △267 －

流動資産合計 5,907,380 7,553,601

固定資産

有形固定資産 96,607 86,169

無形固定資産 80,454 52,911

投資その他の資産

投資有価証券 650,643 533,056

保険積立金 296,330 303,885

繰延税金資産 107,733 142,706

敷金及び保証金 241,475 231,175

その他 19,153 8,410

貸倒引当金 △8,426 －

投資その他の資産合計 1,306,910 1,219,234

固定資産合計 1,483,972 1,358,315

資産合計 7,391,352 8,911,917

負債の部

流動負債

買掛金 758,808 1,661,575

短期借入金 840,000 840,000

1年内返済予定の長期借入金 14,312 －

未払法人税等 71,935 269,467

賞与引当金 17,583 20,221

役員賞与引当金 － 27,610

その他 297,738 540,640

流動負債合計 2,000,378 3,359,515

固定負債

長期借入金 50,004 －

退職給付引当金 160,411 166,715

役員退職慰労引当金 162,586 168,984

その他 2,300 2,300

固定負債合計 375,302 337,999

負債合計 2,375,681 3,697,514
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 948,994 948,994

資本剰余金 1,027,376 1,027,376

利益剰余金 3,480,497 3,748,351

自己株式 △470,235 △470,248

株主資本合計 4,986,634 5,254,473

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 74,491 5,171

土地再評価差額金 △46,614 △46,614

その他の包括利益累計額合計 27,876 △41,442

新株予約権 1,160 1,371

純資産合計 5,015,671 5,214,402

負債純資産合計 7,391,352 8,911,917

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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 ※2 5,799,255 ※2 6,830,830

売上原価 5,047,647 5,853,668

売上総利益 751,608 977,162

販売費及び一般管理費 ※1 396,416 ※1 384,830

営業利益 355,191 592,331

営業外収益

受取利息 17 2

受取配当金 2,807 4,216

有価証券利息 － 1,770

消費税差益 － 3,688

雑収入 2,179 1,755

営業外収益合計 5,005 11,433

営業外費用

支払利息 3,646 2,875

売上債権売却損 178 558

保険解約損 4,036 －

雑損失 260 0

営業外費用合計 8,122 3,433

経常利益 352,073 600,331

特別利益

関係会社株式売却益 － 17,176

特別利益合計 － 17,176

特別損失

投資有価証券評価損 8,847 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 －

特別損失合計 16,080 －

税金等調整前四半期純利益 335,993 617,508

法人税、住民税及び事業税 126,462 270,843

法人税等調整額 62,047 23,880

法人税等合計 188,509 294,724

少数株主損益調整前四半期純利益 147,483 322,783

少数株主利益 1,023 －

四半期純利益 146,460 322,783
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 147,483 322,783

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,604 △69,319

土地再評価差額金 △18,972 －

その他の包括利益合計 △3,367 △69,319

四半期包括利益 144,116 253,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143,092 253,463

少数株主に係る四半期包括利益 1,023 －

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22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23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 335,993 617,508

減価償却費 25,547 18,821

のれん償却額 4,512 2,100

株式報酬費用 211 211

保険解約損益（△は益） 4,036 △188

賞与引当金の増減額（△は減少） 426 3,137

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,998 27,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,034 6,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,925 6,397

受取利息及び受取配当金 △2,825 △5,988

支払利息 3,646 2,875

投資有価証券評価損益（△は益） 8,847 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △17,176

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,333 －

売上債権の増減額（△は増加） 192,354 △930,453

未収入金の増減額（△は増加） △629,160 △1,055,941

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,791 △100,743

その他の流動資産の増減額（△は増加） △652 △3,603

敷金及び保証金の増減額（△は増加） － 3,100

仕入債務の増減額（△は減少） 138,089 914,913

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,570 281,707

その他 △4,230 －

小計 △84,984 △229,408

利息及び配当金の受取額 2,825 5,988

利息の支払額 △3,509 △2,888

法人税等の支払額 △180,761 △75,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △266,429 △301,339

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 △60 －

有形固定資産の取得による支出 △16,482 △2,990

無形固定資産の取得による支出 △10,094 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △41,514

従業員に対する貸付けによる支出 △900 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 840 380

その他の支出 △15,126 △13,278

その他の収入 23,861 620

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,962 △56,782
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △7,798 －

自己株式の取得による支出 △30 △13

配当金の支払額 △184,188 △56,985

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,016 △56,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,408 △415,121

現金及び現金同等物の期首残高 2,210,653 1,894,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 1,734,245 ※1 1,479,710
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（訂正後） 

（１）四半期連結貸借対照表
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,895,474 1,479,710

受取手形及び売掛金 1,186,059 ※2 2,108,159

未成業務支出金 195,295 292,222

未収入金 ※1 2,487,548 ※1 3,538,976

前払費用 36,392 35,759

繰延税金資産 53,154 45,135

その他 15,226 19,259

貸倒引当金 △267 －

流動資産合計 5,868,884 7,519,223

固定資産

有形固定資産 96,607 86,169

無形固定資産 80,454 52,911

投資その他の資産

投資有価証券 650,643 533,056

保険積立金 296,330 303,885

繰延税金資産 147,186 193,518

敷金及び保証金 241,475 231,175

その他 19,153 8,410

貸倒引当金 △8,426 －

投資その他の資産合計 1,346,363 1,270,046

固定資産合計 1,523,425 1,409,127

資産合計 7,392,310 8,928,350

負債の部

流動負債

買掛金 777,559 1,721,223

短期借入金 840,000 840,000

1年内返済予定の長期借入金 14,312 －

未払法人税等 71,935 269,467

賞与引当金 17,583 20,221

役員賞与引当金 － 27,610

その他 337,428 580,330

流動負債合計 2,058,818 3,458,852

固定負債

長期借入金 50,004 －

退職給付引当金 160,411 166,715

役員退職慰労引当金 162,586 168,984

その他 2,300 2,300

固定負債合計 375,302 337,999

負債合計 2,434,121 3,796,852
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 948,994 948,994

資本剰余金 1,027,376 1,027,376

利益剰余金 3,423,015 3,665,447

自己株式 △470,235 △470,248

株主資本合計 4,929,151 5,171,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 74,491 5,171

土地再評価差額金 △46,614 △46,614

その他の包括利益累計額合計 27,876 △41,442

新株予約権 1,160 1,371

純資産合計 4,958,188 5,131,498

負債純資産合計 7,392,310 8,928,350
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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22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 ※2 5,772,172 ※2 6,829,701

売上原価 5,044,645 5,889,319

売上総利益 727,527 940,381

販売費及び一般管理費 ※1 396,416 ※1 384,830

営業利益 331,110 555,551

営業外収益

受取利息 17 2

受取配当金 2,807 4,216

有価証券利息 － 1,770

消費税差益 － 3,688

雑収入 2,179 1,755

営業外収益合計 5,005 11,433

営業外費用

支払利息 3,646 2,875

売上債権売却損 178 558

保険解約損 4,036 －

雑損失 260 0

営業外費用合計 8,122 3,433

経常利益 327,993 563,551

特別利益

関係会社株式売却益 － 17,176

特別利益合計 － 17,176

特別損失

投資有価証券評価損 8,847 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,233 －

特別損失合計 16,080 －

税金等調整前四半期純利益 311,912 580,727

法人税、住民税及び事業税 126,462 270,843

法人税等調整額 30,552 12,521

法人税等合計 157,014 283,365

少数株主損益調整前四半期純利益 154,897 297,362

少数株主利益 1,023 －

四半期純利益 153,873 297,362
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 154,897 297,362

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,604 △69,319

土地再評価差額金 － －

その他の包括利益合計 15,604 △69,319

四半期包括利益 170,502 228,042

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 169,478 228,042

少数株主に係る四半期包括利益 1,023 －
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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22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23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 311,912 580,727

減価償却費 25,547 18,821

のれん償却額 4,512 2,100

株式報酬費用 211 211

保険解約損益（△は益） 4,036 △188

賞与引当金の増減額（△は減少） 426 3,137

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,998 27,610

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,034 6,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,925 6,397

受取利息及び受取配当金 △2,825 △5,988

支払利息 3,646 2,875

投資有価証券評価損益（△は益） 8,847 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △17,176

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,333 －

売上債権の増減額（△は増加） 181,101 △929,268

未収入金の増減額（△は増加） △629,160 △1,055,941

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,855 △104,041

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,860 △5,607

敷金及び保証金の増減額（△は増加） － 3,100

仕入債務の増減額（△は減少） 135,003 955,811

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,570 281,707

その他 35,459 －

小計 △84,984 △229,408

利息及び配当金の受取額 2,825 5,988

利息の支払額 △3,509 △2,888

法人税等の支払額 △180,761 △75,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △266,429 △301,339

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 △60 －

有形固定資産の取得による支出 △16,482 △2,990

無形固定資産の取得による支出 △10,094 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △41,514

従業員に対する貸付けによる支出 △900 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 840 380

その他の支出 △15,126 △13,278

その他の収入 23,861 620

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,962 △56,782
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △7,798 －

自己株式の取得による支出 △30 △13

配当金の支払額 △184,188 △56,985

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,016 △56,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,408 △415,121

現金及び現金同等物の期首残高 2,210,653 1,894,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 1,734,245 ※1 1,479,710
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【訂正箇所：添付資料 12ページ目】 

（訂正前） 

カテゴリー別売上高 

 
  

（訂正後） 

カテゴリー別売上高 

 

  

  

  

  

５．補足情報

（１）販売の状況

カテゴリー
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 

    至 平成22年12月31日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年７月１日 

    至 平成23年12月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

販促 3,875,138 66.9 4,557,898 66.7 17.6

広報 1,533,515 26.4 1,486,985 21.8 △ 3.0

博展 － － － － －

制作物 344,101 5.9 714,503 10.5 107.6

文化／スポーツ 2,435 0.0 30,314 0.4 1145.0

小計 5,755,190 99.2 6,789,701 99.4 18.0

企画売上高 44,064 0.8 41,128 0.6 △ 6.7

合計 5,799,255 100.0 6,830,830 100.0 17.8

（１）販売の状況

カテゴリー
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 

    至 平成22年12月31日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年７月１日 

    至 平成23年12月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比 
（％）

前年比
（％）

制作売上高

販促 3,848,056 66.7 4,556,769 66.7 18.4

広報 1,533,515 26.6 1,486,985 21.8 △ 3.0

博展 － － － － －

制作物 344,101 5.9 714,503 10.5 107.6

文化／スポーツ 2,435 0.0 30,314 0.4 1,145.0

小計 5,728,107 99.2 6,788,573 99.4 18.5

企画売上高 44,064 0.8 41,128 0.6 △ 6.7

合計 5,772,172 100.0 6,829,701 100.0 18.3
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