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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6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        ％

23年 12月期第2四半期 3,300     △5.5 730   12.4 768   17.1 366   △1.2
22年 12月期第2四半期 3,492  △14.8 650  △36.5 656  △37.0 370   △30.4

 

 
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

23年 12月期第2四半期  817    50 817    50
22年 12月期第2四半期 821  89 821  89

 
（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

23年 12月期第2四半期 16,081 11,826 73.5 26,480.81
22年 12月期 16,083 11,852 73.7 26,274.79

(参考)自己資本 23年12月期第2四半期        11,826百万円 22年12月期 11,852百万円

 
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   
22年 12月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00   
23年 12月期 ― 0.00    

23年 12月期(予想)   ― 540.00 540.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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  7,000   0.7 1,370     3.2 1,420    5.3 810 △63.0 1,795.65

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「2. その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（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) 23年12月期2Ｑ     454,790株 22年12月期 454,790株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 8,201株 22年12月期 3,701株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期2Ｑ 448,107株 22年12月期2Ｑ 451,089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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績予想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仮定

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、3ページ（3）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、これまで緩やかながら回復基調にあったところ、東日本

大震災により多大な影響を受けました。サプライチェーンの寸断や、電力不足などにより企業活動が制約を受け、

また個人消費にも自粛ムードによる消費マインドの低下が見られました。こうした景気の落ち込みは、震災による

一時的な要因が大きく、すでに回復の動きが見られるものの、企業の投資が震災復興に優先して振り向けられＩＴ

投資を抑制する動きもあります。新規のＩＴ投資と投資時期の検討については、慎重な姿勢が依然として続いてお

ります。 

一方、当社グループの事業分野であるネットワーク・セキュリティ市場におきましては、ブロードバンド環境

の普及や携帯電話による電子商取引の増大により、企業活動や個人の生活におけるインターネットへの依存度が高

まりました。スマートフォンなどの端末が普及し、ネットワークへのアクセス手段と機会が拡大し、認証のニーズ

が高まりつつあります。かつ、ネットバンキングにおける不正引出し被害の急増やフィッシングサイト数の増大、

企業の情報漏洩などを背景に、インターネットセキュリティに対する需要はますます高まっております。 

このような状況下、当社グループは、電子認証を核とする様々なサービスの提供を通じて、企業や個人が安心

かつ安全にコミュニケーションが行えるインターネット社会の発展に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高 百万円 (前年同期比 ％減）、営業利益 百万

円 (同 ％増）、経常利益 百万円(同 ％増）、四半期純利益 百万円(同 ％減）となりました。 

なお、平成23年２月10日に開示いたしました、平成23年12月期の連結業績予想に対して、これまでのところ、

おおむね順調に推移しております。   

  

 サービス別の概況は以下のとおりです。 

  

 ＳＳＬサーバ証明書サービスの売上高は前年同期の 百万円から 百万円(前年同期比 ％増）へと増加

いたしました。当サービスへの需要は底堅く、販売数量を維持しております。依然として価格競争による単価下落

の影響はあるものの、一部業界においては単価の下げ止まりが見られます。 

当連結会計年度より、１日単位で購入可能なＳＳＬサーバ証明書の販売を開始、販売代理店も順調に拡充し、

クラウド環境での利用ニーズに対応しております。ウェブサイト運営者の実在性認証に、悪意のあるプログラムを

検出する機能（マルウェアスキャン）と、ネット検索結果にベリサインチェックマークを表示する機能（シールイ

ンサーチ）を持たせた、ＶｅｒｉＳｉｇｎＴｒｕｓｔＳｅａｌの、ＳＳＬサーバ証明書の一部顧客に向けて無償バ

ンドル提供を開始しました。企業認証によってオンラインでの信用を高めたいニーズに応えるとともに、ベリサイ

ンブランドのＳＳＬサーバ証明書の付加価値をいっそう高めます。 

 ＧｅｏＴｒｕｓｔブランドによる低価格帯、ドメイン認証に特化した簡易認証サーバ証明書の発行につきまして

は、販売は順調に推移しております。 

  

 クライアント認証サービスの売上高は前年同期の 百万円から 百万円（前年同期比 ％減）となりまし

た。当社の顧客企業が社員や取引先等の個人（クライアント）の認証を独自で行い、クライアント証明書の発行プ

ロセスを当社にアウトソースする、主力の「マネージドＰＫＩサービス」（ＭＰＫＩ）については、企業のＩＴ投

資への慎重な姿勢や、新規投資の見送りなどが影響しました。一方で既存取引先の更新は順調で、またスマートフ

ォン、タブレット型ＰＣ向け電子証明書発行サービス「ベリサイン マネージドＰＫＩ ｆｏｒ Ｄｅｖｉｃｅ」の

専用アプリケーション開発により、引き合いが順調に増えています。 

 従来のＩＤ・パスワードに付加して、強固な認証を実現するツールであるクラウド型ＯＴＰ（ワンタイムパスワ

ード）サービスの「ＶＩＰオーセンティケーション」、在宅勤務などのリモートアクセスの認証強化ニーズに応え

る「ＶＩＰエンタープライズ ゲートウェイ」など、それぞれ取引先を拡大しております。また当第２四半期連結

会計期間より、モバイル／クラウドソリューションである「ベリサインＭＤＭ」と「ベリサインＧＡＴＥ」の販売

を開始し、それぞれ引き合いも順調に増加しています。とくにスマートフォンのセキュリティを一元管理・認証す

る「ベリサインＭＤＭ」は、デバイス証明書との連携に優れる点が評価され、顧客ニーズにも合致し、受注を獲得

しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

3,300 5.5 730

12.4 768 17.1 366 1.2

2,300 2,379 3.5

899 848 5.6
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 その他サービスの売上高は、前年同期の 百万円から 百万円（前年同期比 ％減）へと減少しました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産の状況） 

 資産合計は、前連結会計年度末の 百万円から 百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は 百万

円となっております。これは、流動資産が 百万円増加し、固定資産が 百万円減少したことによります。その

結果、資産合計に占める流動資産の割合は、前連結会計年度末の ％から当第２四半期連結会計期間末は ％

へ ポイント増加しております。 

 流動資産は、前連結会計年度末より、現金及び預金が 百万円増加、売掛金が 百万円増加した一方で、未収

入金が 百万円減少したことが主な要因となり、 百万円増加しております。 

 固定資産は、ソフトウェアが 百万円増加した一方、長期前払費用の 百万円減少、繰延税金資産の 百万円

減少を主な要因として、 百万円減少しております。 

（負債の状況） 

 負債合計は、前連結会計年度末の 百万円から 百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は 百万円

となっております。これは買掛金が 百万円、未払金が 百万円、それぞれ減少する一方、資産除去債務が 百万

円増加したことが主な要因となります。  

（純資産の状況） 

 純資産合計は、前連結会計年度末の 百万円から 百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は 百

万円となっております。これは利益剰余金が 百万円増加した一方で、第１四半期連結会計期間における自己株

式の取得により 百万円減少したことによります。自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ポイント減

少し、当第２四半期連結会計期間末は ％となりました。   

② キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より 百万円増加して 百

万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下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 百万円の収入となっております。これは主に、税金等調整前四半期

純利益で 百万円、減価償却費で 百万円、長期前払費用の減少で 百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴

う影響額 百万円により増加した一方で、前払費用の増加で 百万円、未払金の減少で 百万円、売上債権の増加

で 百万円減少したこと等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・フローの支出は 百万円となっております。これは主に、サーバ・ネットワーク

機器等の有形固定資産の取得による支出 百万円、社内業務システム等のソフトウェアを含む無形固定資産の取得

による支出 百万円等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・フローの支出は 百万円となっております。これは配当金支払額 百万円、自己

株式の取得 百万円によるものであります。  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年12月期通期業績予想について、東日本大震災の当社設備などへの影響はなく、また当社業績への影響も

これまでのところ見られません。震災の景気への影響は大きいものの、景気の落ち込みは一時的な要因も大きく、

既に一部では回復の動きも見られています。企業のＩＴ投資、特に新規投資は依然として慎重な姿勢が続き、先行

き不透明であるものの、セキュリティ意識の高まりとニーズは底堅いものが感じられ、当社既存取引先との取引が

堅調であることなど、明るい兆候があります。 

 平成23年２月10日に開示いたしました平成23年12月期の連結業績予想に対して、これまでのところ、おおむね順

調に推移しており、足元の取引先のニーズが底堅いことから、平成23年12月期通期の連結ならびに単体業績予想に

修正はありません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ3,260千円減少し、税金等調整前四半

期純利益が69,789千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は88,159千

円であります。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報

日本ベリサイン(株) （3722） 平成23年12月期 第2四半期決算短信

- 4 -



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,460,366 9,849,961

有価証券 1,001,134 1,000,834

売掛金 208,527 156,999

貯蔵品 46,021 47,047

未収入金 34,180 406,599

前払費用 434,709 364,264

繰延税金資産 1,971,676 2,024,873

その他 3,397 3,045

貸倒引当金 △4,936 △4,791

流動資産合計 14,155,077 13,848,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 240,762 240,586

工具、器具及び備品（純額） 307,412 335,794

建設仮勘定 2,785 －

有形固定資産合計 550,961 576,381

無形固定資産   

ソフトウエア 498,153 425,665

その他 1,686 1,686

無形固定資産合計 499,839 427,351

投資その他の資産   

差入保証金 274,480 264,480

長期前払費用 341,721 432,484

繰延税金資産 258,078 533,305

その他 1,000 1,000

投資その他の資産合計 875,280 1,231,270

固定資産合計 1,926,081 2,235,003

資産合計 16,081,158 16,083,836
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,514 38,656

未払金 289,566 323,721

前受金 3,561,696 3,560,972

未払法人税等 24,230 16,888

賞与引当金 99,967 110,054

その他 156,119 165,274

流動負債合計 4,150,094 4,215,567

固定負債   

資産除去債務 89,025 －

訴訟損失引当金 16,000 16,000

固定負債合計 105,025 16,000

負債合計 4,255,119 4,231,567

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,035,856 4,035,856

資本剰余金 4,943,453 4,943,453

利益剰余金 3,141,476 3,000,691

自己株式 △294,747 △127,732

株主資本合計 11,826,038 11,852,268

純資産合計 11,826,038 11,852,268

負債純資産合計 16,081,158 16,083,836
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（２）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１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,492,799 3,300,686

売上原価 1,179,407 962,425

売上総利益 2,313,392 2,338,261

販売費及び一般管理費 1,662,991 1,607,376

営業利益 650,400 730,885

営業外収益   

受取利息 5,280 3,233

為替差益 － 494

雑収入 1,807 34,349

営業外収益合計 7,088 38,077

営業外費用   

為替差損 353 －

雑損失 443 330

営業外費用合計 796 330

経常利益 656,692 768,632

特別損失   

固定資産除却損 1,503 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 66,528

特別損失合計 1,503 66,528

税金等調整前四半期純利益 655,189 702,103

法人税、住民税及び事業税 347,847 7,350

法人税等調整額 △63,407 328,424

法人税等合計 284,440 335,774

少数株主損益調整前四半期純利益 － 366,329

四半期純利益 370,748 366,329
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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１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 655,189 702,103

減価償却費 161,817 148,485

のれん償却額 11,982 －

無形固定資産償却費 278 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △217 144

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,008 △10,086

受取利息及び受取配当金 △5,280 △3,233

為替差損益（△は益） 398 86

固定資産除却損 1,503 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 66,528

売上債権の増減額（△は増加） 19,511 △51,527

貯蔵品の増減額（△は増加） 3,736 1,026

前払費用の増減額（△は増加） △61,318 △70,444

長期前払費用の増減額（△は増加） 146,076 90,763

その他の資産の増減額（△は増加） 16,901 △4,054

仕入債務の増減額（△は減少） △32,366 △20,141

未払金の増減額（△は減少） △38,719 △52,741

未払費用の増減額（△は減少） △49,976 △6,866

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,194 12,952

前受金の増減額（△は減少） 287,125 723

その他の負債の増減額（△は減少） 5,975 24,080

小計 1,114,803 827,799

利息及び配当金の受取額 5,608 3,220

法人税等の還付額 － 347,971

法人税等の支払額 △359,705 △3,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 760,706 1,175,765

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,057 △28,204

無形固定資産の取得による支出 △97,837 △135,124

供託金の預入による支出 － △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,894 △173,329

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △167,015

配当金の支払額 △162,728 △224,629

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,728 △391,644

現金及び現金同等物に係る換算差額 △398 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 458,685 610,705

現金及び現金同等物の期首残高 9,416,408 10,850,795

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,875,094 11,461,501
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 該当事項はありません。 

   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主な事業内容（サービス） 

３．営業費用のうち、ITサービス・マネジメント事業にはのれん償却額（11,982千円）が含まれておりま

す。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕  

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

 

セキュリティ・

サービス事業 

（千円） 

ＩＴサービス・

マネジメント事

業 

（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  3,291,520  201,278  3,492,799  －  3,492,799

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15,714  41,646  57,360 (57,360)  －

計  3,307,234  242,925  3,550,160 (57,360)  3,492,799

営業利益（△営業損失）  662,627  △36,226  626,400  24,000  650,400

事業区分 主な事業内容（サービス） 

セキュリティ・サービス事業 

 主にＳＳＬサーバ証明書サービス、クライアント認証サー

ビス、その他サービスから構成されています。ＳＳＬサーバ

証明書サービスは、インターネット上で活動する顧客企業の

実在性証明と、サーバとブラウザ間の暗号化通信を実現する

ためのSSLサーバ証明書の発行を行っております。クライアン

ト認証サービスは、電子証明書の発行及び管理業務を当社が

代行するマネージドＰＫＩサービス（電子認証局業務のアウ

トソーシングサービス）等を提供しております。その他サー

ビスは、主にドメインネームの登録サービス等を提供してお

ります。 

 また連結子会社の日本ジオトラスト株式会社を通じて、中

小企業・個人事業主を主な対象とし、簡易な認証による低価

格のサーバ証明書発行サービスを提供しています。 

ＩＴサービス・マネジメント事業 

 当社の連結子会社であるサイトロック株式会社が提供して

います。24時間365日のリモートオペレーションセンターをベ

ースにネットワークやシステムの運用監視、障害対応、運用

代行等のアウトソーシングサービスを提供しています。 
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〔セグメント情報〕  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

 当社グループは、セキュリティ・サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。 

   

（６）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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（生産、受注及び販売の状況） 

（１）生産実績 

 当社グループの生産業務の内容は、電子証明書発行サービス及びコンサルティングサービスといったサービス業

務であることから、生産実績は販売実績と同一の内容となるため、生産実績の記載を省略しております。 

  

（２）受注実績  

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．前連結会計年度において、連結子会社であったサイトロック株式会社が連結の範囲から除外されたこと

    により、当社グループはセキュリティ・サービス事業の単一セグメントとなりました。それに伴い、セグ

    メント別の前年同期比と合計の前年同期比が合致しておりません。  

  

  

（３）販売実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

   ３．前連結会計年度において、連結子会社であったサイトロック株式会社が連結の範囲から除外されたこと

    により、当社グループはセキュリティ・サービス事業の単一セグメントとなりました。それに伴い、セグ

    メント別の前年同期比と合計の前年同期比が合致しておりません。  

    

４．補足情報

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

セキュリティ・サービス事業  3,564,668  90.6  5,560,813  107.6

ＳＳＬサーバ証明書サービス  2,393,515  88.6  3,466,589  104.1

クライアント認証サービス  1,108,952  97.8  2,029,692  115.3

その他サービス  62,200  62.7  64,531  80.3

合計  3,564,668  86.2  5,560,813  106.1

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日） 

前年同期比（％）

セキュリティ・サービス事業（千円）  3,300,686  100.3

ＳＳＬサーバ証明書サービス（千円）  2,379,576  103.5

クライアント認証サービス（千円）  848,728  94.4

その他サービス（千円）  72,382  78.5

合計（千円）  3,300,686  94.5
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