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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,503 ― 39 ― 39 ― 21 ―

20年3月期第1四半期 1,508 22.3 68 16.0 64 21.5 40 44.5

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

21年3月期第1四半期 4.75 ―

20年3月期第1四半期 9.04 9.04

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

21年3月期第1四半期 7,940 2,991 37.7 657.19
20年3月期 7,883 3,001 38.1 659.20

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,991百万円 20年3月期  3,001百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 10.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 3,005 0.2 89 △41.6 101 △18.8 50 △36.7 10.98
通期 6,546 4.2 501 20.8 443 36.1 231 9.5 50.74

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日公表の業績予想は、本日平成20年８月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 
２．上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
異なる場合があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財
務諸表規則を適用しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 4,618,520株 20年3月期 4,618,520株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 66,044株 20年3月期 64,900株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 4,553,105株 20年3月期第1四半期 4,532,492株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループでは、自動車・情報通信・医療介護の事業分野において、独自

の開発製品の市場供給を早めるための施策の実行ならびに新製品・開発製品の売上構成比率を高める活動を進めてま

いりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高は15億３百万円（前年同期比0.3％減）となり、利益

面では、販売単価の下落と人件費や減価償却費など固定費の増加により、営業利益は39百万円（前年同期比41.7％

減）、経常利益は39百万円（前年同期比39.5％減）、四半期純利益は21百万円（前年同期比47.3％減）と減収減益と

なりました。  

 事業の種類別セグメントについて、工業用ゴム事業のうち彩色用ゴム製品は、豊富なカラーバリエーションとＬＥ

Ｄの光のばらつきを均一化できる「ASA COLOR LED」が、自動車内装照明向けの光源として積極的な拡販活動による

新規受注獲得などが奏功し、連結売上高が５億７千５百万円（前年同期比24.7％増）と増加しました。光透過率94％

以上の特性を持つ透明シリコーン製品は、高輝度ＬＥＤと組み合わせた用途向けのレンズ製品「ASA COLOR LENS」の

既存取引が縮小したことや、携帯ゲーム機向けの応用製品の受注が減少したことなどにより、連結売上高が８千万円

（前年同期比42.1％減）となりました。その結果、彩色用ゴム製品の連結売上高は、７億６千６百万円（前年同期比

5.4％増）となりました。 

 弱電用高精密ゴム製品では、競合他社並びに重要顧客の海外生産シフトによる厳しい価格競争および受注減少の影

響を受け、液晶テレビのバックライト用ホルダー製品の連結売上高が１億８千９百万円（前年同期比11.0％減）と減

少したことや、不採算製品の撤退などにより、連結売上高は３億２千６百万円（前年同期比12.2％減）となりまし

た。 

 スポーツ用ゴム製品は、新機種製品の受注増が寄与したことなどにより、連結売上高が８千４百万円（前年同期比

17.6％増）となりました。 

 その他工業用ゴム製品の売上高は、新製品の量産化に向けた試作品開発などを進めた結果、連結売上高は１億７千

３百万円（前年同期比29.7％増）となりました。 

 この結果、工業用ゴム事業の連結売上高は、13億５千１百万円（前年同期比3.5％増）となりました。また連結営

業利益は１億４百万円となりました。 

 医療・衛生用ゴム事業は、医療用ゴム製品では、より高い品質と機能性を高めるための材料変更や在庫調整の影響

などにより、連結売上高は１億３千９百万円（前年同期比18.2％減）となりました。衛生性、通気性、衝撃吸収性を

追及した衛生用ゴム製品では、在庫調整の影響などにより、連結売上高は１千２百万円（前年同期比58.7％減）とな

りました。 

 この結果、医療・衛生用ゴム事業の連結売上高は、１億５千２百万円（前年同期比24.2％減）となりました。また

連結営業利益は売上高の減少により１千１百万円の赤字となりました。 

                      

㈱朝日ラバー　（5162）　平成21年３月期 第１四半期決算短信
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債および純資産の状況 

 当第１四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て５千６百万円増加し、79億４千万円となりまし

た。その主な要因は借入の実行による現金及び預金の増加、仕掛品の増加等によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べて６千６百万円増加し、49億４千８百万円となりました。その主な増加要因は短期

借入金の増加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て９百万円減少し、29億９千１百万円となりました。その主な減少要因は配当金

の支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて９百万円増加

の５億２千５百万円となりました。その内訳は営業活動による収入９千８百万円、投資活動による支出１億８千８百

万円、財務活動による収入９千２百万円であります。 

 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９千８百万円の収入となりました。 

 これは主に仕入債務の減少額５千８百万円、たな卸資産の増加額３千３百万円、法人税等の支払額３千３百万円等

があったものの、減価償却費１億１千１百万円、売上債権の減少６千６百万円等があ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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億８千８百万円の支出となりました。 

 これは主に生産設備増強、省力化等のための有形固定資産の取得による支出１億３千１百万円、定期預金の預入に

よる支出７千９百万円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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは９千２百万円の収入となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出１億１千５百万円があったものの、短期借入金の純増加額２億３千３百万

円が上回ったことによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績の動向を踏まえ、平成20年５月15日に公表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び

通期の連結業績予想について、下記のとおり修正いたしました。 

平成21年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（修正の理由） 

 当社グループの当第１四半期における業績は、当初の業績予想値と比較すると、彩色用ゴム製品やスポーツ用ゴム製

品、医療・衛生用ゴム製品の売上高が減少したものの、弱電用ゴム製品のうち液晶バックライト用ホルダーの売上高が増

加するなど、製品群別に当初予想と相違があるものの合計ではほぼ予想通りに推移いたしました。営業利益は、彩色用ゴ

ム製品の透明シリコーン製品など固定費率の高い製品の既存取引先に対する受注減や医療・衛生用ゴム製品のうち開発製

品の在庫調整による売上高減少、また、スポーツ用ゴム製品の新機種製品の歩留り率の悪化などにより、当初予想をやや

下回って推移いたしました。 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間では、現状の見込みで固定費負担を吸収できる売上高

増や歩留り率の大きな改善が見込みにくいため、平成20年５月15日に発表いたしました「平成20年３月期決算短信」に記

載の業績予想を修正いたしました。 

 また通期では、新製品・開発製品の受注増の見込みと生産部門における生産性の向上による原価低減の取り組みを進

め、収益性を向上させてまいりますが、一方で事業分野である自動車、情報通信、医療介護の市場環境が厳しさを増して

いることから、販売単価の下落や原材料価格の上昇が引き続き継続していくと予測されるため、業績予想を修正いたしま

した。 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

 前回発表予想（Ａ） 3,150 154 109 56 12  30

 今回修正予想（Ｂ） 3,005 89 101 50 10  98

 増減額（Ｂ－Ａ） △145 △65 △8 △6 － 

 増減率（％） △4.6 △42.2 △7.3 △10.7 － 

 前中間期実績 2,998 152 124 78 17  38

  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） 6,790 543 456 234 51  39

 今回修正予想（Ｂ） 6,546 501 443 231 50  74 

 増減額（Ｂ－Ａ） △244 △42 △13 △3 － 

 増減率（％） △3.6 △7.7 △2.9 △1.3 － 

 前期実績 6,284 414 325 211 46  40
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（参考） 

平成21年３月期第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

平成21年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

①  たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②  固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   税金費用については、第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。そのため、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を適用しております。 

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影響は軽微であります。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

 前回発表予想（Ａ） 3,117 138 103 55 12  08

 今回修正予想（Ｂ） 2,976 78 84 41 9  01

 増減額（Ｂ－Ａ） △141 △60 △19 △14 － 

 増減率（％） △4.5 △43.5 △18.4 △25.5 － 

 前中間期実績 2,988 160 133 89 19  71

  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） 6,702 502 440 232 50  95

 今回修正予想（Ｂ） 6,454 475 420 220 48  33

 増減額（Ｂ－Ａ） △248 △27 △20 △12 － 

 増減率（％） △3.7 △5.4 △4.5 △5.2 － 

 前期実績 6,254 395 302 192 42  30
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,069,999 1,008,445

受取手形及び売掛金 1,912,907 1,980,288

商品及び製品 194,160 202,497

仕掛品 254,858 225,976

原材料及び貯蔵品 100,888 91,834

その他 101,663 77,397

貸倒引当金 △1,894 △1,914

流動資産合計 3,632,582 3,584,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,236,652 1,248,487

機械装置及び運搬具（純額） 1,213,689 1,189,184

土地 900,782 900,782

その他（純額） 168,049 180,757

有形固定資産合計 3,519,173 3,519,210

無形固定資産 7,063 7,317

投資その他の資産   

その他 785,316 776,755

貸倒引当金 △3,952 △3,952

投資その他の資産合計 781,364 772,803

固定資産合計 4,307,601 4,299,331

資産合計 7,940,184 7,883,856

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,055,013 1,116,816

短期借入金 533,333 300,000

1年内返済予定の長期借入金 675,409 691,388

未払法人税等 13,112 32,998

その他 548,227 516,844

流動負債合計 2,825,095 2,658,047

固定負債   

長期借入金 1,363,654 1,468,734

退職給付引当金 294,802 286,536

役員退職慰労引当金 169,014 166,656

その他 295,756 302,142

固定負債合計 2,123,228 2,224,069

負債合計 4,948,323 4,882,117
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,870 516,870

資本剰余金 457,970 457,970

利益剰余金 2,023,486 2,033,746

自己株式 △44,241 △43,735

株主資本合計 2,954,085 2,964,850

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,325 46,994

為替換算調整勘定 △15,550 △10,106

評価・換算差額等合計 37,775 36,888

純資産合計 2,991,860 3,001,738

負債純資産合計 7,940,184 7,883,856
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,503,749

売上原価 1,196,714

売上総利益 307,034

販売費及び一般管理費 267,211

営業利益 39,823

営業外収益  

受取利息 1,139

受取配当金 1,282

為替差益 3,741

雑収入 4,603

営業外収益合計 10,766

営業外費用  

支払利息 9,673

雑支出 1,870

営業外費用合計 11,544

経常利益 39,046

特別損失  

固定資産除却損 5,344

特別損失合計 5,344

税金等調整前四半期純利益 33,701

法人税等 12,085

四半期純利益 21,615
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 33,701

減価償却費 111,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,358

受取利息及び受取配当金 △2,421

支払利息 9,673

為替差損益（△は益） △14,049

有形固定資産除却損 5,344

売上債権の増減額（△は増加） 66,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,001

仕入債務の増減額（△は減少） △58,075

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,300

その他 38,034

小計 136,404

利息及び配当金の受取額 1,970

利息の支払額 △6,333

損害賠償金の支払額 △42

法人税等の支払額 △33,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 98,194

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 △79,000

定期預金の払戻による収入 25,000

有形固定資産の取得による支出 △131,699

投資有価証券の取得による支出 △1,188

その他 △1,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,262

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） 233,333

長期借入金の返済による支出 △115,783

配当金の支払額 △22,201

自己株式の取得による支出 △505

その他 △2,598

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,647

現金及び現金同等物の期首残高 516,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 525,781
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は製品の種類、性質等を考慮し、工業用ゴム事業、医療・衛生用ゴム事業及びその他に区分しており

ます。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他 （3）２.に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更による

影響は軽微であります。 

 
工業用ゴム
事業 
（千円） 

医療・衛生
用ゴム事業 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高            

(1)外部顧客に対する売

上高 
1,351,494 152,173 81 1,503,749 － 1,503,749 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － (－) － 

計 1,351,494 152,173 81 1,503,749 (－) 1,503,749 

営業利益(又は営業

損失) 
104,158 △11,002 11 93,167 △53,344 39,823 

事業区分 主要製品 

工業用ゴム事業 
彩色用ゴム製品、弱電用高精密ゴム製品、スポーツ用ゴム

製品、その他の工業用ゴム製品 

医療・衛生用ゴム事業 医療用ゴム製品、衛生用ゴム製品 

その他 その他製品 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。   

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

  (1) アジア・・・・・台湾、中国、タイ 

  (2) 北米・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

  (3) ヨーロッパ・・・ドイツ、英国 

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）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。 

  アジア 北米 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 141,126 72,892 759 214,778 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 1,503,749 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
9.4 4.8 0.1 14.3 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,508,743 

Ⅱ 売上原価 1,124,249 

売上総利益 384,494 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 316,189 

営業利益 68,304 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取配当金 2,366 

２．為替差益  4,433 

３．雑収入  3,398 

営業外収益計  10,198 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 8,931 

２．雑支出  5,000 

営業外費用計 13,932 

経常利益 64,570 

税金等調整前四半期純利益 64,570 

税金費用 23,586 

四半期純利益 40,985 
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