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１．平成26年11月期第３四半期の連結業績（平成25年12月１日～平成26年８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 ％

26年11月期第３四半期 9,255 13.0 828 82.7 1,011 21.9 574 24.2

25年11月期第３四半期 8,187 14.8 453 67.4 829 151.2 462 678.1

(注) 包括利益 26年11月期第３四半期 697百万円( 23.1％) 25年11月期第３四半期 566百万円( 185.2％)

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

26年11月期第３四半期 33.24 33.00

25年11月期第３四半期 26.84 26.73

（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 ％

26年11月期第３四半期 14,416 11,787 81.4

25年11月期 14,455 11,582 79.8

(参考) 自己資本 26年11月期第３四半期 11,735百万円 25年11月期 11,533百万円

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

25年11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

26年11月期 ― 0.00 ―

26年11月期(予想) 30.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月１日～平成26年11月30日）

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 12,152 11.8 1,012 56.2 1,227 16.6 693 24.9 40.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

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) 26年11月期３Ｑ 18,287,000株 25年11月期 18,287,000株

② 期末自己株式数 26年11月期３Ｑ 978,736株 25年11月期 1,017,696株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期３Ｑ 17,280,700株 25年11月期３Ｑ 17,236,170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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料４ペー
ジ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・四半期決算補足説明資料は、TDnetにて同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。
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当第３四半期連結累計期間の世界経済は、米国の金融緩和縮小による影響、中国など新興国経済の減

速および地政学リスクの影響が懸念されるものの、全体として緩やかな回復傾向で推移しました。

わが国経済は、海外景気の下振れリスク、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化など

への懸念は残るものの、経済対策および金融政策の効果が下支えするなかで企業収益および設備投資は

持ち直し傾向が続き、緩やかな回復傾向で推移しました。

企業のＩＴ投資は、本格的な回復には至っていないものの、景況感の改善に伴い、これまで抑制され

たＩＴ投資が一部の企業から全産業分野に広がりつつあり、緩やかに回復していく兆しが見えました。

このような環境下、当社グループは、前連結会計年度に引き続き市場動向に即応した分野からの受注

獲得を目指し、企業が新たに取組む市場およびその関連成長分野ならびに市場の拡大が見込まれるＩＴ

技術などの分野に注力した営業を展開しました。その結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は次

のとおりとなりました。

売上高は、金融機関を中心としたＩＴモダナイゼーション(※)および制度改定などに係る案件、なら

びにその他の再構築案件などが牽引し、全体では前年同四半期を上回りました。

利益面は、売上高の増加および原価率の改善などにより、営業利益は前年同四半期を上回りました。

経常利益および四半期純利益は前年同四半期に計上した投資有価証券売却益の反動減があったものの、

営業利益の増加を受けていずれも前年同四半期を上回りました。

(※)  ITモダナイゼーション：情報システムに対する維持管理コストの削減、ビジネス変化への柔軟な対応等の要

求を満たすため、既存システムを再構築等の手法により近代化するアプローチ。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

金額
(百万円)

売上高比率
(％)

対前年同四半期

増減額
(百万円)

増減率
(％)

売上高 9,255 100.0 1,067 13.0

営業利益 828 8.9 374 82.7

経常利益 1,011 10.9 182 21.9

四半期純利益 574 6.2 111 24.2
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当第３四半期連結累計期間のセグメント別の業績は、次のとおりとなりました。

（ソフトウエア開発事業）

銀行、証券業、保険業向けの基幹業務案件および再構築案件、通信業向けの通信基盤案件、素材業向

けの基幹業務案件、電力業向けの再構築案件などの売上増に伴い、売上高は前年同四半期より10億円

(12.4%)増加し、90億99百万円となりました。また、セグメント利益は増収効果および原価率の改善な

どにより前年同四半期に比べ２億75百万円(41.8%)増加し、９億35百万円となりました。

（システム販売事業）

類似画像検索技術関連のライセンス販売に注力した結果、売上高は前年同四半期より66百万円

(74.6%)増加し、１億55百万円となりました。また、セグメント損失は増収効果およびコスト削減に努

めたため、前年同四半期に比べ損失が99百万円減少し、１億６百万円となりました。

なお、セグメント別営業利益の前年同四半期との増減分析は以下のとおりであります。

報告セグメント
金額

(百万円)
売上高比率

(％)

対前年同四半期

増減額
(百万円)

増減率
(％)

ソフトウエア
開発事業

売上高 9,099 100.0 1,000 12.4

セグメント利益
(営業利益)

935 10.3 275 41.8

システム販売
事業

売上高 155 100.0 66 74.6

セグメント損失(△)
(営業損失)

△106 △68.6 99 ―

金額(百万円) 対売上高比率(％)

ソフトウエア開発によるセグメント利益（営業利益）の増減額 275 3.0

売上高の変動による増減額 81 0.9

外注比率の変動による増減額 21 0.2

社内開発分の原価率の変動による増減額 146 1.6

外注分の原価率の変動による増減額 60 0.7

販売費及び一般管理費比率の変動による増減額 △33 △0.4

システム販売によるセグメント利益（営業利益）の増減額 99 1.1

合 計 374 4.1
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総資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、144億16百万円となりました。流動資産は、前

連結会計年度末に比べ21億41百万円減少し、81億５百万円となりました。これは主として社債などの満

期償還に伴う有価証券の減少および投資有価証券の取得に伴う現金及び預金の減少によるものです。固

定資産は、前連結会計年度末に比べ21億２百万円増加し、63億11百万円となりました。これは主として

投資有価証券の取得によるものです。

総負債は、前連結会計年度末に比べ２億44百万円減少し、26億28百万円となりました。流動負債は、

前連結会計年度末に比べ２億22百万円減少し、17億22百万円となりました。これは主として未払賞与な

ど未払金の減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し、９億５百万円

となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億５百万円増加し、117億87百万円となりました。これは主と

して増益による利益剰余金の増加および時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加によるもので

す。また、自己資本比率は81.4％と前連結会計年度末に比べ1.6ポイント増加いたしました。

当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億40百万円の減少と

なり、前連結会計年度末の資金残高58億81百万円を受け、当第３四半期連結累計期間末の資金残高は48

億40百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、資金は１億92百万円の減少(前年同四半期比６億１百万円の減少)となりました。こ

の減少は、主として未払賞与の減少、法人税等の支払額および売上債権の増加などの資金減少要因が、

税金等調整前四半期純利益などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、資金は３億95百万円の減少(前年同四半期比18億35百万円の減少)となりました。こ

の減少は、投資有価証券の取得による支出などの資金減少要因が、有価証券の償還による収入などの資

金増加要因を上回ったこと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、資金は４億55百万円の減少(前年同四半期比５百万円の増加)となりました。この減

少は、主として配当金の支払によるものであります。

平成26年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成26年７月１日に公表いたしました「平成26

年11月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」および「平成26年11月期 通期業績予想の修正

に関するお知らせ」に記載のとおりであり、通期連結業績予想は修正しておりません。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

㈱ジャステック (9717)　平成26年11月期　第3四半期決算短信

- 4 -



該当事項はありません。

該当事項はありません。

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
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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)

前連結会計年度
(平成25年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,481,171 1,039,071

売掛金 1,026,798 1,373,640

有価証券 6,478,439 4,332,342

仕掛品 1,083,519 1,044,862

繰延税金資産 47,376 166,228

その他 134,125 155,479

貸倒引当金 △5,298 △6,585

流動資産合計 10,246,132 8,105,039

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 163,439 191,970

その他（純額） 46,655 76,653

有形固定資産合計 210,094 268,623

無形固定資産 245,280 276,506

投資その他の資産

投資有価証券 1,187,057 3,235,405

繰延税金資産 304,066 205,329

敷金 266,603 261,594

保険積立金 1,814,442 1,871,925

その他 182,848 193,339

貸倒引当金 △1,396 △1,421

投資その他の資産合計 3,753,621 5,766,173

固定資産合計 4,208,996 6,311,304

資産合計 14,455,129 14,416,343
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 275,313 299,826

短期借入金 － 99,000

リース債務 62,293 72,569

未払金 1,063,710 322,716

未払法人税等 413,648 300,154

プログラム保証引当金 27,449 30,011

賞与引当金 － 339,847

その他 102,972 258,632

流動負債合計 1,945,388 1,722,757

固定負債

リース債務 102,450 120,743

退職給付引当金 160,411 149,516

役員退職慰労引当金 624,314 588,918

資産除去債務 38,544 45,525

その他 1,632 1,231

固定負債合計 927,352 905,936

負債合計 2,872,741 2,628,694

純資産の部

株主資本

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金 2,118,332 2,118,332

利益剰余金 7,818,152 7,872,799

自己株式 △629,836 △605,751

株主資本合計 11,545,336 11,624,068

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 61,153 195,221

為替換算調整勘定 △72,947 △84,087

その他の包括利益累計額合計 △11,794 111,133

新株予約権 48,845 52,447

純資産合計 11,582,388 11,787,649

負債純資産合計 14,455,129 14,416,343
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年12月１日
至 平成26年８月31日)

売上高 8,187,980 9,255,201

売上原価 6,514,795 7,175,807

売上総利益 1,673,185 2,079,394

販売費及び一般管理費 1,219,944 1,251,153

営業利益 453,241 828,241

営業外収益

受取利息 243 336

受取配当金 12,686 13,778

有価証券利息 36,583 68,425

保険配当金 16,936 17,480

為替差益 88,193 21,187

投資有価証券売却益 305,528 24,904

投資有価証券投資利益 6,130 43,279

その他 3,653 4,172

営業外収益合計 469,956 193,565

営業外費用

支払利息 1,505 2,075

投資有価証券売却損 84,752 －

投資有価証券投資損失 1,467 2,716

投資組合費 5,480 4,704

その他 417 683

営業外費用合計 93,622 10,180

経常利益 829,575 1,011,626

特別利益

新株予約権戻入益 475 264

特別利益合計 475 264

特別損失

固定資産除売却損 396 1,282

ゴルフ会員権評価損 4,638 －

特別損失合計 5,034 1,282

税金等調整前四半期純利益 825,015 1,010,607

法人税、住民税及び事業税 515,300 530,645

法人税等調整額 △152,855 △94,478

法人税等合計 362,444 436,166

少数株主損益調整前四半期純利益 462,571 574,441

四半期純利益 462,571 574,441
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第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日)

売上高 2,767,880 3,052,437

売上原価 2,184,602 2,364,626

売上総利益 583,277 687,810

販売費及び一般管理費 396,697 390,061

営業利益 186,579 297,749

営業外収益

受取利息 127 137

受取配当金 11,210 12,341

有価証券利息 3,381 42,592

保険配当金 925 203

為替差益 33,350 －

投資有価証券売却益 24,361 24,904

投資有価証券投資利益 3,551 4,024

その他 1,260 1,199

営業外収益合計 78,169 85,401

営業外費用

支払利息 592 776

為替差損 － 16,247

投資有価証券投資損失 － 624

投資組合費 2,430 2,226

その他 272 185

営業外費用合計 3,295 20,060

経常利益 261,453 363,091

特別損失

ゴルフ会員権評価損 4,638 －

特別損失合計 4,638 －

税金等調整前四半期純利益 256,815 363,091

法人税、住民税及び事業税 252,300 298,598

法人税等調整額 △137,346 △131,741

法人税等合計 114,953 166,857

少数株主損益調整前四半期純利益 141,861 196,233

四半期純利益 141,861 196,233
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四半期包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年12月１日
至 平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 462,571 574,441

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 137,203 134,067

為替換算調整勘定 △33,467 △11,139

その他の包括利益合計 103,736 122,928

四半期包括利益 566,308 697,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 566,308 697,369

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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第３四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 141,861 196,233

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,128 54,598

為替換算調整勘定 △12,901 5,689

その他の包括利益合計 △55,030 60,288

四半期包括利益 86,831 256,521

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 86,831 256,521

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３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年12月１日
至 平成26年８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 825,015 1,010,607

減価償却費 133,603 106,915

株式報酬費用 5,130 6,574

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,563 1,202

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 2,676 2,561

受注損失引当金の増減額（△は減少） △808 △406

賞与引当金の増減額（△は減少） 325,344 339,847

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,004 △10,894

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,285 △35,395

受取利息及び受取配当金 △66,450 △100,020

支払利息 1,505 2,075

為替差損益（△は益） △88,193 △21,187

固定資産除売却損益（△は益） 396 1,282

投資有価証券売却損益（△は益） △220,775 △24,904

投資有価証券投資損益(△は益) △4,663 △40,562

ゴルフ会員権評価損 4,638 －

売上債権の増減額（△は増加） △83,338 △339,916

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,142 38,657

仕入債務の増減額（△は減少） △15,620 24,342

未払賞与の増減額（△は減少） △629,963 △639,014

その他の資産の増減額（△は増加） △39,807 △34,697

その他の負債の増減額（△は減少） 212,900 36,787

その他 6,487 3,895

小計 530,937 327,751

利息及び配当金の受取額 93,220 117,582

利息の支払額 △3,338 △2,041

法人税等の支払額 △211,496 △635,490

営業活動によるキャッシュ・フロー 409,322 △192,197
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年12月１日
至 平成25年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年12月１日
至 平成26年８月31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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有価証券の取得による支出 △806,182 －

有価証券の償還による収入 1,100,000 1,840,000

有形固定資産の取得による支出 △5,276 △29,827

無形固定資産の取得による支出 △57,981 △73,629

投資有価証券の取得による支出 △603,632 △2,389,339

投資有価証券の売却による収入 2,264,797 224,284

貸付けによる支出 △13,400 －

貸付金の回収による収入 405 1,082

敷金の差入による支出 △4,683 △1,538

敷金の回収による収入 4,392 7,145

保険積立金の積立による支出 △459,535 △57,606

保険積立金の解約による収入 11 －

その他 21,726 84,293

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,440,642 △395,134

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 460,000 460,000

短期借入金の返済による支出 △361,000 △361,000

自己株式の取得による支出 △69 △175

ストックオプションの行使による収入 5,881 19,836

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △48,645 △57,846

配当金の支払額 △517,218 △516,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △461,052 △455,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,327 2,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,410,240 △1,040,649

現金及び現金同等物の期首残高 4,031,568 5,881,393

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,441,808 4,840,743
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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３四半期連結累計期間(自 平成24年12月１日 至 平成25年８月31日)

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注) 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との間に差異はありません。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年12月１日 至 平成26年８月31日)

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注) 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との間に差異はありません。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント

合計
ソフトウエア
開発事業

システム
販売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,098,679 89,301 8,187,980 8,187,980

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 8,098,679 89,301 8,187,980 8,187,980

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

659,475 △206,234 453,241 453,241

(単位：千円)

報告セグメント

合計
ソフトウエア
開発事業

システム
販売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,099,324 155,876 9,255,201 9,255,201

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 9,099,324 155,876 9,255,201 9,255,201

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

935,180 △106,939 828,241 828,241

㈱ジャステック (9717)　平成26年11月期　第3四半期決算短信

- 14 -



当社グループのセグメントは、ソフトウエア開発事業およびシステム販売事業の２つでありますが、

生産、受注および販売の状況については、ソフトウエア開発事業をさらに市場別に区分しております。

当第３四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。

(注) １ 金額は、販売価格をもって表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 生産実績は、ソフトウエア開発事業に係るものであります。

当第３四半期連結累計期間における受注状況は次のとおりであります。

(注) １ 金額は、販売価格をもって表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 受注状況は、ソフトウエア開発事業に係るものであります。

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 市場別区分の名称 生産高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 621,534 23.6

製造業 1,601,935 27.1

金融・保険業 4,261,401 7.5

電力・運輸業 804,360 52.5

情報・通信業 1,391,599 16.4

流通・サービス業 408,137 △8.8

官公庁・その他 ― ―

合計 9,088,966 15.1

② 受注状況

セグメントの名称 市場別区分の名称 受注高(千円)
対前年同四半
期増減率(％)

受注残高(千円)
対前年同四半
期増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 685,996 29.9 228,297 43.5

製造業 1,456,274 10.4 508,356 5.9

金融・保険業 3,903,740 △1.9 1,289,106 △4.3

電力・運輸業 1,203,152 124.0 663,375 533.3

情報・通信業 1,353,878 15.4 345,769 △1.0

流通・サービス業 528,093 10.9 245,089 9.5

官公庁・その他 6,576 ― 6,576 ―

合計 9,137,712 14.0 3,286,571 23.4
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当第３四半期連結累計期間における販売実績は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

セグメントの名称 市場別区分の名称 販売高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 654,709 16.2

製造業 1,573,689 25.8

金融・保険業 4,274,473 5.6

電力・運輸業 721,824 23.8

情報・通信業 1,390,681 17.7

流通・サービス業 483,945 2.3

官公庁・その他 ― ―

小計 9,099,324 12.4

システム販売事業 155,876 74.6

合計 9,255,201 13.0
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