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1. 平成30年6月期第3四半期の連結業績（平成29年7月1日～平成30年3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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年6月期第3四半期 10,632 6.3 456 2.0 478 3.7 629 90.9

29年6月期第3四半期 10,000 △2.5 447 △22.8 461 △23.7 329 △27.6

（注）包括利益 30年6月期第3四半期　　755百万円 （89.3％） 29年6月期第3四半期　　398百万円 （67.5％）

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

30年6月期第3四半期 248.70 ―

29年6月期第3四半期 130.30 ―

(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 ％

30年6月期第3四半期 15,734 8,135 51.7

29年6月期 15,394 7,582 49.3

（参考）自己資本 30年6月期第3四半期 8,135百万円 29年6月期 7,582百万円

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

29年6月期 ― 10.00 ― 50.00 60.00

30年6月期 ― 30.00 ―

30年6月期（予想） 30.00 60.00

（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30年 6月期の連結業績予想（平成29年 7月 1日～平成30年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 14,135 5.2 594 △1.6 628 △6.0 725 40.5 286.59

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 30年6月期3Q 2,652,020 株 29年6月期 2,652,020 株

② 期末自己株式数 30年6月期3Q 120,437 株 29年6月期 120,437 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年6月期3Q 2,531,583 株 29年6月期3Q 2,531,727 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、地政学的リスクの高まりがあるものの、海外経済が比較的堅

調に推移したことによる輸出の増加、及び企業の設備投資の増加等により、企業収益及び雇用情勢も改善され、景

気は緩やかに拡大しております。しかしながら、米国において通商拡大法232条に基づく輸入制限の発動により、

鉄鋼・アルミニウム製品の関税が大幅に引き上げられる等、景気は先行き不透明な状況となっております。

当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、国内・海外共に堅調に推移いたしました

が、主材料であります鉄鋼・アルミニウム製品の米国における大幅な関税増税が、先行きに大きな影響を与えると

考えられます。

このような経営環境の中、当社グループでは新たな経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取

りした製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するため

に、中期経営計画の第２年目として、営業・製造・管理部門が一体となって、対処すべき課題の解消及び中期経営

計画の達成に取り組んでおります。

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、すべてのセグメントにお

いて堅調に推移し、売上高は106億32百万円（前年同期比6.3％増）となりました。一方利益面につきましては、日

本セグメントでは鋼材値上げの影響等により減益となりましたが、その他のセグメントでは、増収による売上総利

益の増加等により、営業利益は４億56百万円(前年同期比2.0％増)となりました。また、経常利益は４億78百万円

(前年同期比3.7％増)、特別利益として旧本社不動産売却による固定資産売却益２億38百万円の計上等により、親

会社株主に帰属する四半期純利益は６億29百万円(前年同期比90.9％増)となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①日本

新規受注の増加及び海外輸出用の受注増加等により、売上高は88億23百万円（前年同期比4.6％増）となりま

した。一方利益面につきましては、鋼材価額の値上げの影響による製造原価の増加等により、営業利益は２億86

百万円（前年同期比14.3％減）となりました。

②米国

新規製品が堅調に推移し、売上高は９億68百万円（前年同期比8.7％増）となりました。一方利益面につきま

しても、増収及び販売費及び一般管理費等の削減により、営業利益は43百万円（前年同期比12.4％増）となりま

した。

③タイ

景気が回復基調にあるタイ国内生産の増加の影響等により、売上高は15億46百万円（前年同期比11.0％増）と

なりました。一方利益面につきましても、増収の影響及び原価低減活動による諸経費減少等により、営業利益は

86百万円(前年同期比41.7％増)となりました。

④中国

得意先からの受注増加等により、売上高は３億38百万円（前年同期比13.4％増）となりました。利益面におき

ましては、増収要因による売上総利益の増加等により、営業利益は13百万円(前年同期は３百万円の営業損失)と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億39百万円増加し、157億34百万円と

なりました。

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ７億98百

万円増加し、100億12百万円となりました。また、固定資産については、旧本社不動産売却による建物及び土地の減

少等により前連結会計年度末に比べ４億58百万円減少し、57億22百万円となりました。
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負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加、賞与引当金の増加等があったものの、短期借入金の減少、

１年以内返済予定の長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、38億98百万円となりま

した。また、固定負債は、長期借入金の増加等があったものの社債の減少、リース債務の減少等により前連結会計

年度末に比べ１億36百万円減少し、37億円となりました。

純資産の部では、利益剰余金の増加等により、81億35百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会

計年度末の49.3％から51.7％となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億46百万円増加し、42

億74百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

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７億17百万円、減価償却費４億49百万円、賞

与引当金の増加額77百万円等による資金増があり、一方でたな卸資産の増加額１億30百万円、法人税等の支払額２

億33百万円等による資金減により、７億33百万円の収入（前年同期比7.7％増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入８億14百万円、定期預金の払戻による収

入48百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出４億２百万円等による資金減により、３億53

百万円の収入（前年同期は８億74百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入８億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済

による支出６億83百万円、社債の償還による支出２億51百万円等の資金減により、５億95百万円の支出（前年同期

は１億68百万円の収入）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、平成30年１月31日に公表いたしました予想から変更はございません。

なお、これら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、実際の業

績などは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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,809,449 4,341,456

受取手形及び売掛金 2,076,944 2,115,002

電子記録債権 923,713 914,155

たな卸資産 2,107,972 2,270,693

その他 299,528 374,279

貸倒引当金 △3,246 △3,125

流動資産合計 9,214,361 10,012,461

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,461,183 1,409,925

機械装置及び運搬具（純額） 1,641,310 1,627,178

土地 1,907,924 1,507,683

リース資産（純額） 87,556 63,410

建設仮勘定 107,573 104,779

その他（純額） 198,403 222,374

有形固定資産合計 5,403,952 4,935,352

無形固定資産

のれん 130,736 65,368

その他 101,125 153,882

無形固定資産合計 231,862 219,251

投資その他の資産

投資有価証券 227,715 225,891

その他 330,581 355,393

貸倒引当金 △13,870 △13,870

投資その他の資産合計 544,427 567,414

固定資産合計 6,180,242 5,722,018

資産合計 15,394,604 15,734,480
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,357,151 1,435,497

電子記録債務 743,729 758,660

短期借入金 163,000 －

1年内償還予定の社債 251,280 257,280

1年内返済予定の長期借入金 676,254 644,959

リース債務 150,213 115,227

未払法人税等 111,139 40,873

賞与引当金 17,838 95,281

役員賞与引当金 14,923 11,196

その他 488,696 539,059

流動負債合計 3,974,225 3,898,035

固定負債

社債 1,259,080 1,001,800

長期借入金 2,219,844 2,369,209

リース債務 97,081 61,882

役員退職慰労引当金 57,836 60,609

退職給付に係る負債 37,581 34,249

その他 166,429 173,248

固定負債合計 3,837,852 3,700,999

負債合計 7,812,077 7,599,035

純資産の部

株主資本

資本金 405,900 405,900

資本剰余金 604,430 604,430

利益剰余金 6,483,302 6,910,375

自己株式 △133,791 △133,791

株主資本合計 7,359,841 7,786,914

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,567 42,923

為替換算調整勘定 177,116 305,607

その他の包括利益累計額合計 222,684 348,530

純資産合計 7,582,526 8,135,445

負債純資産合計 15,394,604 15,734,480
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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28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 10,000,580 10,632,118

売上原価 8,136,885 8,714,359

売上総利益 1,863,695 1,917,759

販売費及び一般管理費 1,416,281 1,461,562

営業利益 447,414 456,197

営業外収益

受取利息 4,369 5,370

受取配当金 2,081 2,164

為替差益 20,610 －

作業くず売却益 13,089 22,081

その他 41,517 55,084

営業外収益合計 81,668 84,702

営業外費用

支払利息 37,258 28,042

為替差損 － 8,621

その他 29,925 25,265

営業外費用合計 67,184 61,929

経常利益 461,898 478,969

特別利益

固定資産売却益 － 238,427

その他 0 0

特別利益合計 0 238,427

税金等調整前四半期純利益 461,898 717,397

法人税、住民税及び事業税 143,854 105,313

法人税等調整額 △11,834 △17,515

法人税等合計 132,019 87,797

四半期純利益 329,879 629,599

親会社株主に帰属する四半期純利益 329,879 629,599
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四半期連結包括利益計算書

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28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 329,879 629,599

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35,257 △2,644

為替換算調整勘定 33,841 128,490

その他の包括利益合計 69,099 125,846

四半期包括利益 398,978 755,445

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 398,978 755,445

非支配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28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３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 461,898 717,397

減価償却費 390,304 449,052

のれん償却額 65,368 65,368

貸倒引当金の増減額（△は減少） △471 △299

賞与引当金の増減額（△は減少） 69,755 77,442

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,369 △3,727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,509 △4,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,966 2,773

固定資産売却損益（△は益） △12,354 △243,172

受取利息及び受取配当金 △6,450 △7,535

保険解約損益（△は益） △8,957 △14,806

支払利息 37,258 28,042

売上債権の増減額（△は増加） △180,262 △9,077

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,511 △130,640

未収入金の増減額（△は増加） 49,723 △7,084

仕入債務の増減額（△は減少） 160,273 75,749

未払金の増減額（△は減少） △40,505 1,641

未払費用の増減額（△は減少） 2,579 9,218

その他 △17,568 △26,597

小計 885,188 979,426

利息及び配当金の受取額 6,592 7,535

利息の支払額 △38,273 △30,448

法人税等の支払額 △178,363 △233,253

法人税等の還付額 5,697 9,875

営業活動によるキャッシュ・フロー 680,841 733,134
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(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３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 △54,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 48,000 48,000

有形固定資産の取得による支出 △898,243 △402,352

有形固定資産の売却による収入 61,121 814,942

投資有価証券の取得による支出 △2,140 △2,046

保険積立金の払戻による収入 44,869 31,964

その他 △74,553 △106,929

投資活動によるキャッシュ・フロー △874,945 353,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △61,200 △166,500

長期借入れによる収入 1,690,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △1,704,930 △683,030

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △83,893 △92,875

社債の発行による収入 610,963 －

社債の償還による支出 △206,640 △251,280

自己株式の取得による支出 △199 －

配当金の支払額 △75,895 △201,795

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,203 △595,481

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,868 55,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,031 546,756

現金及び現金同等物の期首残高 3,813,814 3,727,517

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,790,783 4,274,273
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（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）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成29年３月31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：千円)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,567,333 875,723 1,259,269 298,254 10,000,580

セグメント間の内部売上高
又は振替高

871,549 14,868 133,986 316 1,020,721

計 8,438,882 890,591 1,393,255 298,571 11,021,302

セグメント利益又は損失(△) 334,627 39,078 61,192 △3,769 431,129

２ 報告セグメントの利益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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 431,129

セグメント間取引消去 16,285

四半期連結損益計算書の営業利益 447,414

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 米国 タイ 中国 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,936,183 959,346 1,398,192 338,397 10,632,118

セグメント間の内部売上高
又は振替高

886,971 8,904 148,628 162 1,044,667

計 8,823,155 968,250 1,546,820 338,559 11,676,785

セグメント利益 286,739 43,929 86,697 13,113 430,480
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２ 報告セグメントの利益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：千円)

利益 金額

報告セグメント計 430,480

セグメント間取引消去 25,717

四半期連結損益計算書の営業利益 456,197

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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３．補足情報

（１）販売実績の状況

当第３四半期連結累計期間における販売実績を用途品目別に示すと、次のとおりであります。

用途品目
前第３四半期
連結累計期間
（千円）

当第３四半期
連結累計期間
（千円）

前年同期比
（％）

前連結会計年度
（千円）

自動車用部品

シート用部品 4,446,657 4,544,301 2.2 5,907,728

ウインドウレギュレーター用部品 886,210 1,044,783 17.9 1,181,200

ロック用部品 631,852 548,795 △13.1 812,451

エンジン用部品 1,303,861 1,628,323 24.9 1,832,513

足回り用部品 986,521 1,222,642 23.9 1,395,978

その他 1,127,330 1,067,078 △5.3 1,450,939

小計 9,382,433 10,055,924 7.2 12,580,812

その他 618,147 576,194 △6.8 859,440

合計 10,000,580 10,632,118 6.3 13,440,253

(注) １ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

（参考）
前連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

シロキ工業株式会社 2,037,231 20.4 2,214,752 20.8 2,708,794 20.2
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（参考資料）

　平成平成平成平成平成3333300000年６月年６月年６月年６月年６月期期期期期 第３四半第３四半第３四半第３四半第３四半期期期期期 決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料決算発表参考資料
平成30年４月27日

　１．連結業績
（単位：百万円、％、( )は売上高比率）

前年同四半期 当第３四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

平成28.7～平成29.３ 平成29.7～平成30.３ 平成29.7～平成30.6 増減率％

売 上 高 10,000 (100.0) 1111100000,,,,,666663333322222 (100.0) 631 6.3 1111144444,,,,,111113333355555 (100.0) 5.2

営 業 利 益 447 (4.5) 444445555566666 (4.3) 8 2.0 555559999944444 (4.2) △1.6

経 常 利 益 461 (4.6) 444447777788888 (4.5) 17 3.7 666662222288888 (4.4) △6.0

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 純 利 益

329 (3.3) 666662222299999 (5.9)
299

90.9 777772222255555 (5.1) 40.5

１株当たり純利益 130円30銭 222224444488888円円円円円7777700000銭銭銭銭銭 222228888866666円59銭円59銭円59銭円59銭円59銭

設 備 投 資 773 539 △233 △30.2 666669999966666 △24.8

減 価 償 却 費 390 444444444499999 58 15.1 555559999966666 10.8

為替レート(USD) 107.87円 111111111111111.....8888811111円円円円円 111111111100000.....0000000000円円円円円

為替レート(THB) 3.06円 33333.....3333333333円円円円円 33333.....5555500000円円円円円

為替レート(CNY)
16.12

円
1111166666.....6666655555円円円円円 1111177777.....0000000000円円円円円

連 結 子 会 社 数 6社 66666社社社社社 66666社社社社社

　
２．セグメント情報

　（単位：百万円、％、（ ）は構成比、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

前年同四半期 当第３四半期
増減額

増減率
％

通期予想 対前年

平成28.7～平成29.３ 平成29.7～平成30.３ 平成29.7～平成30.6 増減率％

日 本
8,438 (84.3) 88888,,,,,888882222233333 (82.5) 384 4.6 1111111111,,,,,666666666611111 (82.5) 3.3

〔334〕 [[[[[222228888866666]]]]] [△47] [[[[[333338888888888]]]]]

米 国
890 (8.9) 999996666688888 (9.0) 77 8.7 11111,,,,,333330000066666 (9.2) 6.2

〔39〕 [[[[[4444433333]]]]] [4] [[[[[6666666666]]]]]

タ イ
1,393 (13.9) 11111,,,,,555554444466666 (14.5) 153 11.0 22222,,,,,111114444477777 (15.2) 13.8

〔61〕 [[[[[8888866666]]]]] [25] [[[[[111111111133333]]]]]

中 国
298 (3.0) 333333333388888 (3.2) 39 13.4 444446666611111 (3.3) 14.6

〔△3〕 [[[[[1111133333]]]]] [16] [[[[[1111122222]]]]]

セ グ メ ン ト
間 取 引 消 去

△1,020 (△10.1) △△△△△11111,,,,,000004444444444 (△9.2) △23 － △△△△△11111,,,,,444444444411111 (△10.2) －

[16] [[[[[2222255555]]]]] 9 [[[[[1111144444]]]]]

合 計
10,000 (100.0) 1111100000,,,,,666663333322222 (100.0) 631 6.3 1111144444,,,,,111113333355555 (100.0) 5.2

[447] [[[[[444445555566666]]]]] 8 〔〔〔〔〔555559999944444〕〕〕〕〕

　

３．連結経常利益増減要因 ４．セグメント別業績の推移

（対前年同期比較） （単位：百万円、上段は売上高、下段[ ]は営業利益）

（単位：百万円） H26/6期 H27/6期 H28/6期 H29/6期 H30/6期(予)

要 因 金 額
日 本

11,346 11,168 10,656 11,291 1111111111,,,,,666666666611111

増
益

増産の影響 333330000011111 [321] [296] [287] [403] [[[[[333338888888888]]]]]

米 国
707 972 1,240 1,230 11111,,,,,333330000066666

[29] [78] [73] [65] [[[[[6666666666]]]]]

計 333330000011111
タ イ

2,272 2,435 2,243 1,886 22222,,,,,111114444477777

減
益

諸経費増加 △△△△△222229999922222 [88] [218] [197] [115] [[[[[111111111133333]]]]]

中 国
129 352 529 403 444446666611111

[△55] [5] [30] [△6] [[[[[1111122222]]]]]

計 △△△△△222229999922222 セグメント
間取引消去

△900 △1,224 △1,289 △1,371 △△△△△11111,,,,,444444444411111

差引営業利益の増減 8 [156] [142] [23] 〔26〕 [[[[[1111144444]]]]]

営業外収支の増減 88888
合 計

13,555 13,703 13,380 13,440 1111144444,,,,,111113333355555

差引経常利益の増減 1111177777 [539] [741] [612] 〔604〕 〔〔〔〔〔555559999944444〕〕〕〕〕
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