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１．Company Overview 
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Features of Aucnet’s business 
 

Online real-time auctions 
 

B to B distribution business 
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Started business with auctions of used vehicles 
Aucnet has developed its auction business by consistently employing  

the cutting-edge technologies 

History of Aucnet 
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Since1993~ 

Since1997~ 

Since2005~ 

Since2008~ 

Since2011~ 

Flowers 
(Cut and potted） 

Used  
motorcycles 

Used vehicles 

Used 
digital products 

Pre-owned 
 luxury brand items 

Used medical  
equipment 

LaserDisc system 

Satellite TV auctions 

Internet communication 

Digital satellite system 

Since1985~ 
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Automobile Business 

Scale of Aucnet’s Distribution Operations  
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Transaction Amount 

Other Information Distribution Business 

Note: Transaction Amount          ：Total value of the products distributed through the services provided by AUCNET in each business（FY17） 
   Total number of members ：Members who use multiple services of the same business are counted as one（FY17） 

 Total number of members       25,093 Companies 

Pre-owned luxury 
 brand items 

¥8.9billion 

Used motorcycles 

¥7.6billion 

Flowers (cut and potted) 

¥6.5billion 

Digital Product Business 

 Total transaction amount  ¥370.4 billion 

¥320.5billion ¥26.6 billion 

Transaction Amount 

Transaction Amount Transaction Amount Transaction Amount 

（annual） 



Business Segment 
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【Automobile Business】 

【Digital Product Business】 

 Pre-owned luxury brand items 
 Used motorcycles 
 Flowers (cut and potted) 

Note: Sales in each segment exclude inter-segment internal revenues and transfers. 

 Used smartphones 
 Used PCs etc. 

【Other Information Distribution Business】 

 Used vehicle auctions 
 Shared inventory market 
 Live-linked auctions 
 Proxy bidding service 
 Used vehicle inspections 
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Automobile 
Business 
60.2% 

Digital Product 
Business 
20.8% 

Other 
Information 
Distribution 

Business 
13.2% 

Other 
Business 

5.8% 

Sales in 

2018 
¥10.0 

billion 

First half 
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２．Consolidated Results for First Half 
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（Million Yen） 

Note: Amounts are rounded down to the nearest whole unit; percentages are rounded to two decimal places. 

Summary of Consolidated Results 

© 2018 AUCNET INC. 

Net sales 10,029 100.0% 10,033 100.0% 0.0%

Operating income 1,874 18.7% 1,796 17.9% -4.2%

Ordinary income 1,923 19.2% 1,843 18.4% -4.2%

Profit attributable to
owners of parent

1,047 10.4% 957 9.5% -8.6%

Basic earnings per share 41.09 Yen － 34.85 Yen － -6.24 Yen

Divided per share 13.00 Yen － 13.00 Yen － 0.00 Yen

First half 2017 First half 2018

Performance Margin Performance Margin Year-on-year


増減

		セグメント別増減 ベツ ゾウゲン

								・・・入力欄 ニュウリョク ラン

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン		売上高 ウリアゲ ダカ		2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計 キ ルイケイ キ ルイケイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク																																										英語では△が一般的ではないので、「+、-」で表現する。 エイゴ イッパンテキ ヒョウゲン

				2017/12期2Q累計 キ ルイケイ		10,029		10,029		0		0		0

				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		20		0		10,049		20		0

				デジタルプロダクツ事業		(271)		0		9,777		0		271

				その他情報流通事業 タ		48		0		9,826		48		0

				その他事業 ジギョウ		207		0		10,033		207		0

				2018/12期2Q累計 キ ルイケイ		10,033		10,033		0		0		0



				単位：円 タンイ エン		売上高 ウリアゲ ダカ		2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計 キ ルイケイ キ ルイケイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

				2017/12期2Q累計 キ ルイケイ		10,029,255,588		10,029,255,588

				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		20,078,552				10,049,334,140		20,078,552

				デジタルプロダクツ事業		(271,501,074)				9,777,833,066				271,501,074

				その他情報流通事業 タ		48,303,029				9,826,136,095		48,303,029

				その他事業 ジギョウ		207,634,073				10,033,770,168		207,634,073

				2018/12期2Q累計 キ ルイケイ		10,033,770,168		10,033,770,168

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン		営業利益 エイギョウ リエキ		2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計 キ ルイケイ キ ルイケイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

				2017/12期2Q累計 キ ルイケイ		3,346		3,346		0		0		0

				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		254		0		3,600		254		0

				デジタルプロダクツ事業		(97)		0		3,502		0		97

				その他情報流通事業 タ		(75)		0		3,426		0		75

				その他事業 ジギョウ		(78)		0		3,348		0		78

				2018/12期2Q累計 キ ルイケイ		3,348		3,348		0		0		0

				単位：円 タンイ エン		営業利益 エイギョウ リエキ		2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計 キ ルイケイ キ ルイケイ		空白 クウハク		増額 ゾウガク		減額 ゲンガク

				2017/12期2Q累計 キ ルイケイ		3,346,177,573		3,346,177,573

				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		254,114,120				3,600,291,693		254,114,120

				デジタルプロダクツ事業		(97,626,784)				3,502,664,909				97,626,784

				その他情報流通事業 タ		(75,900,419)				3,426,764,490				75,900,419

				その他事業 ジギョウ		(78,024,843)				3,348,739,647				78,024,843

				2018/12期2Q累計 キ ルイケイ		3,348,739,647		3,348,739,647



2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	10029	0	0	0	0	10033	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	10049	9777	9826	10033	0	増額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	20	0	48	207	0	減額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	271	0	0	0	

2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	3346	0	0	0	0	3348	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	3600	3502	3426	3348	0	増額	▲75



2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	254	0	0	0	0	減額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	97	75	78	0	

2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	



2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	10029	0	0	0	0	10033	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	10049	9777	9826	10033	0	増額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	20	0	48	207	0	減額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	271	0	0	0	2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	3346	0	0	0	0	3348	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	3600	3502	3426	3348	0	増額	▲75



2017/12期2Q累計	四輪	事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	254	0	0	0	0	減額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	97	75	78	0	2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	10029	0	0	0	0	10033	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	10049	9777	9826	10033	0	増額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	20	0	48	207	0	減額	



2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	271	0	0	0	2017/12期2Q累計vs2018/12期2Q累計	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	3346	0	0	0	0	3348	空白	2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	3600	3502	3426	3348	0	増額	-75



2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	254	0	0	0	0	減額	

2017/12期2Q累計	四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	2018/12期2Q累計	0	0	97	75	78	0	First half 2017

First half 2018

Automobile
Business

Digital
Product
Business

Other
Information
Distribution
Business

Other
Business

First half 2018

First half 2017



業績ﾊｲﾗｲﾄ

						2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ		前年同期増減率 ゼンネン ドウキ ゾウゲン リツ		予算比 ヨサン ヒ

						実績 ジッセキ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ

		K21010000#		売上高		10,029,255,629		10,069,778,991		10,033,770,166		0.0%		99.6%

		K2A000000#		経常利益		1,923,735,399		1,295,247,066		1,843,719,705		-4.2%		142.3%

		K2J000000#		親会社株主に帰属する四半期純利益		1,047,459,089				957,306,105		-8.6%		ERROR:#DIV/0!





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別棒ｸﾞﾗﾌ

		セグメント状況 ジョウキョウ

				四輪事業 ヨンリン ジギョウ

						2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ

				売上高（円） ウリアゲ ダカ エン		6,015,980,298		6,036,058,850						セグメント利益（円） リエキ エン		1,715,822,283		1,969,936,403						売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		6,015		6,036

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		6,015		6,036						セグメント利益（百万円） リエキ ヒャクマンエン		1,715		1,969						セグメント利益（百万円） リエキ ヒャクマンエン		1,715		1,969





				デジタルプロダクツ事業

						2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ

				売上高（円） ウリアゲ ダカ エン		2,362,480,690		2,090,979,616						セグメント利益（円） リエキ エン		1,285,567,276		1,187,940,492						売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		2362		2090

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		2,362		2,090						売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		1,285		1,187						セグメント利益（百万円） リエキ ヒャクマンエン		1285		1187

























				その他情報流通事業 タ

						2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ								2017/12期
2Q累計 キ ルイケイ		2018/12期
2Q累計 キ ルイケイ

				売上高（円） ウリアゲ ダカ エン		1,276,454,614		1,324,757,643						セグメント利益（円） リエキ エン		371,479,973		295,579,554						売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		1,276		1,324

				売上高（百万円） ウリアゲ ダカ ヒャクマンエン		1,276		1,324						セグメント利益（百万円） リエキ ヒャクマンエン		371		295						セグメント利益（百万円） リエキ ヒャクマンエン		371		295





2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	6015	6036	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1715	1969	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	2362	2090	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1285	1187	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1276	1324	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	371	295	売上高（百万円）	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	2362	2090	セグメント利益（百万円）	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1285	1187	売上高（百万円）	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1276	1324	セグメント利益（百万円）	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	371	295	売上高（百万円）	2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	6015	6036	セグメント利益（百万円）	

2017/12期	
2Q累計	2018/12期	
2Q累計	1715	1969	

売上内訳円ｸﾞﾗﾌ

		事業構成 ジギョウ コウセイ



		平成30年1月1日　至　平成30年6月30日

		開示科目ID		開示科目名		減算		当期
四輪事業		当期
デジタルプロダクツ事業		当期
その他情報流通事業		当期
報告セグメント計		当期
その他		当期
合計

		K10100000#		売上高		0		0		0		0		0		0		0

		K10101000#		　外部顧客への売上高		0		6,036,058,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,451,796,109		581,974,059		10,033,770,168

		K10102000#		　セグメント間の内部売上高又は振替高		0		84,103,000		0		0		84,103,000		326,293,291		410,396,291

		K101Z0000#		　売上高合計		0		6,120,161,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,535,899,109		908,267,350		10,444,166,459

		K10200000#		セグメント利益		0		0		0		0		0		0		0

		K10202000#		　営業利益		0		1,969,936,403		1,187,940,492		295,579,554		3,453,456,449		-104,716,802		3,348,739,647

		K10300000#		資産合計		0		0		0		0		0		0		0

		K10500000#		その他の項目		0		0		0		0		0		0		0

		K10501000#		　減価償却費		0		0		0		0		0		0		0

		K10512000#		　有形固定資産及び無形固定資産の増加額		0		0		0		0		0		0		0



								2018/12期
2Q累計
売上高 キ ルイケイ ウリアゲ ダカ		割合 ワリアイ								Sales in First half 2018

						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		6,036,058,850		60.2%						Automobile
Business		6,036,058,850

						デジタルプロダクツ事業		2,090,979,616		20.8%						Digital Product
Business		2,090,979,616

						その他情報流通事業 タ		1,324,757,643		13.2%						Other
Information
Distribution
Business		1,324,757,643

						その他事業 ジギョウ		581,974,059		5.8%						Other
Business		581,974,059

						合計 ゴウケイ		10,033,770,168		100.0%

						差異ﾁｪｯｸ→ サイ		0











						株主通信用 カブヌシ ツウシン ヨウ

								2018/12期
2Q累計
売上高 キ ルイケイ ウリアゲ ダカ		割合 ワリアイ								Sales in First half 2018

						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		6,036,058,850		60.2%						Automobile
Business		6,036,058,850

						デジタルプロダクツ事業		2,090,979,616		20.8%						Digital Product
Business		2,090,979,616

						その他情報流通事業及びその他事業 タ オヨ タ ジギョウ		1,906,731,702		19.0%						Other
Information
Distribution
Business		1,906,731,702

										0.0%						Other
Business		0

						合計 ゴウケイ		10,033,770,168		100.0%

						差異ﾁｪｯｸ→ サイ		0

								2018/12期
2Q累計
営業利益 キ ルイケイ エイギョウ リエキ		割合 ワリアイ

						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		1,969,936,403		58.8%

						デジタルプロダクツ事業		1,187,940,492		35.5%

						その他情報流通事業及びその他事業 タ オヨ タ ジギョウ		190,862,752		5.7%

										0.0%

						合計 ゴウケイ		3,348,739,647		100.0%

						差異ﾁｪｯｸ→ サイ		0





Automobile	
Business	Digital Product	
Business	Other	
Information	
Distribution	
Business	Other	
Business	6036058850	2090979616	1324757643	581974059	

四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業及びその他事業	6036058850	2090979616	1906731702	

四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業及びその他事業	1969936403	1187940492	190862752	2018/12期	
2Q累計	
売上高	四輪事業
60.2%

デジタル

プロダクツ事業
20.8%

その他

情報流通事業
13.2%

その他事業
5.8%



四輪事業	デジタルプロダクツ事業	その他情報流通事業	その他事業	6036058850	2090979616	1324757643	581974059	

連結業績ｻﾏﾘ

		連結業績サマリ レンケツ ギョウセキ																PPT貼り付け用 ハ ツ ヨウ																PPT貼り付け用（英） ハ ツ ヨウ エイ



						2017/12期
2Q累計 ルイケイ				2018/12期
2Q累計 ルイケイ												2017/12期
2Q累計 ルイケイ				2018/12期
2Q累計 ルイケイ												First half 2017				First half 2018



						実績		売上高
利益率 リエキ リツ		実績		売上高
利益率 リエキ リツ		対前年同期比
増減率
（）内は増減								実績		売上高
利益率 リエキ リツ		実績		売上高
利益率 リエキ リツ		対前年同期比
増減率
（）内は増減								Performance		Margin		Performance		Margin		Year-on-year





		K21010000#		売上高		10,029,255,629		100.0%		10,033,770,166		100.0%		0.0%						売上高		10,029		100.0%		10,033		100.0%		0.0%						Net sales		10,029		100.0%		10,033		100.0%		0.0%

		K27000000#		営業利益		1,874,784,007		18.7%		1,796,535,264		17.9%		△4.2%						営業利益		1,874		18.7%		1,796		17.9%		△4.2%						Operating income		1,874		18.7%		1,796		17.9%		-4.2%				英語では△が一般的ではないので、「+、-」で表現する。 エイゴ イッパンテキ ヒョウゲン

		K2A000000#		経常利益		1,923,735,399		19.2%		1,843,719,705		18.4%		△4.2%						経常利益		1,923		19.2%		1,843		18.4%		△4.2%						Ordinary income		1,923		19.2%		1,843		18.4%		-4.2%

		K2J000000#		親会社株主に帰属する
四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		1,047,459,089		10.4%		957,306,105		9.5%		△8.6%						親会社株主に帰属する
四半期純利益		1,047		10.4%		957		9.5%		△8.6%						Profit attributable to owners of parent		1,047		10.4%		957		9.5%		-8.6%

		7163		のれん償却		480,776,725		2.5%		481,675,972		2.3%		0.2%						のれん償却		480		2.5%		481		2.3%		0.2%

				のれん償却前
親会社株主に帰属する
四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		1,528,235,814		15.2%		1,438,982,077		14.3%		△5.8%						のれん償却前
親会社株主に帰属する
四半期純利益		1,528		15.2%		1,438		14.3%		△5.8%						Profit attributable to owners of parent
(Excluding goodwill)		1,528		15.2%		1,438		14.3%		△5.8%

		K250000#		１株当たり四半期純利益 シ ハンキ		41.09		－		34.85		－		△ 6.24						１株当たり四半期純利益		41.09		－		34.85		－		△ 6.24						Basic earnings per share		41.09 Yen		－		34.85 Yen		－		-6.24 Yen

				１株当たり配当金		13.00		－		13.00		－		0.00						１株当たり配当金		13.00		－		13.00		－		0.00						Divided per share		13.00 Yen		－		13.00 Yen		－		0.00 Yen

		連結業績予想 レンケツ ギョウセキ ヨソウ

																		PPT貼り付け用 ハ ツ ヨウ																PPT貼り付け用（英） ハ ツ ヨウ エイ

						2017/12期
通期 ツウキ				2018/12期
通期 ツウキ												2017/12期
通期 ツウキ				2018/12期
通期 ツウキ												FY2017				FY2018



						実績		売上高
利益率 リエキ リツ		予想 ヨソウ		売上高
利益率 リエキ リツ		対前年同期比
増減率
（）内は増減								実績		売上高
利益率 リエキ リツ		予想 ヨソウ		売上高
利益率 リエキ リツ		対前年同期比
増減率
（）内は増減								Performance		Margin		Performance		Margin		Year-on-year





		K21010000#		売上高		19,409,333,831		100.0%		21,142,534,498		100.0%		8.9%						売上高		19,409		100.0%		21,142		100.0%		8.9%						Net sales		19,409		100.0%		21,142		100.0%		+8.9%

		K27000000#		営業利益		3,245,387,089		16.7%		3,748,483,482		17.7%		15.5%						営業利益		3,245		16.7%		3,748		17.7%		15.5%						Operating income		3,245		16.7%		3,748		17.7%		+15.5%

		K2A000000#		経常利益		3,321,609,028		17.1%		3,822,930,753		18.1%		15.1%						経常利益		3,321		17.1%		3,822		18.1%		15.1%						Ordinary income		3,321		17.1%		3,822		18.1%		+15.1%

		K2J000000#		親会社株主に帰属する
四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		1,767,535,817		9.1%		2,227,945,877		10.5%		26.0%						親会社株主に帰属する
四半期純利益		1,767		9.1%		2,227		10.5%		26.0%						Profit attributable to owners of parent		1,767		9.1%		2,227		10.5%		+26.0%

		7163		のれん償却		961,553,449		5.0%		480,776,724		2.3%		△50.0%						のれん償却		961		5.0%		480		2.3%		△50.0%

				のれん償却前
親会社株主に帰属する
四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		2,729,089,266		14.1%		2,708,722,601		12.8%		△0.7%						のれん償却前
親会社株主に帰属する
四半期純利益		2,729		14.1%		2,708		12.8%		△0.7%						Profit attributable to owners of parent
(Excluding goodwill)		2,729		14.1%		2,708		12.8%		△0.7%

		K250000#		１株当たり四半期純利益 シ ハンキ		66.97		－		81.25		－		14.28						１株当たり四半期純利益		66.97		－		81.25		－		14.28						Basic earnings per share		66.97 Yen		－		81.25 Yen		－		14.28 Yen

				１株当たり配当金		26.00		－		26.00		－		0.00						１株当たり配当金		26.00		－		26.00		－		0.00						Divided per share		26.00 Yen		－		26.00 Yen		－		0.00 Yen





DB_ｾｸﾞﾒﾝﾄ

		平成29年1月1日　至　平成29年6月30日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イタ ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		開示科目ID		開示科目名		減算		当期
四輪事業		当期
デジタルプロダクツ事業		当期
その他情報流通事業		当期
報告セグメント計		当期
その他		当期
合計		当期
調整額		当期
連結財務諸表計上額

		K10100000#		売上高

		K10101000#		　外部顧客への売上高				6,015,980,298		2,362,480,690		1,276,454,614		9,654,915,602		374,339,986		10,029,255,588				10,029,255,588

		K10102000#		　セグメント間の内部売上高又は振替高				85,062,500		0		0		85,062,500		221,820,438		306,882,938		-306,882,938		0

		K101Z0000#		　売上高合計				6,101,042,798		2,362,480,690		1,276,454,614		9,739,978,102		596,160,424		10,336,138,526		-306,882,938		10,029,255,588

		K10200000#		セグメント利益																199,094		199,094

		K10202000#		　営業利益				1,715,822,283		1,285,567,276		371,479,973		3,372,869,532		-26,691,959		3,346,177,573		-1,471,393,670		1,874,783,903



		平成30年1月1日　至　平成30年6月30日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ イタ ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		開示科目ID		開示科目名		減算		当期
四輪事業		当期
デジタルプロダクツ事業		当期
その他情報流通事業		当期
報告セグメント計		当期
その他		当期
合計		当期
調整額		当期
連結財務諸表計上額

		K10100000#		売上高		0

		K10101000#		　外部顧客への売上高		0		6,036,058,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,451,796,109		581,974,059		10,033,770,168		0		10,033,770,168

		K10102000#		　セグメント間の内部売上高又は振替高		0		84,103,000		0		0		84,103,000		326,293,291		410,396,291		-410,396,291		0

		K101Z0000#		　売上高合計		0		6,120,161,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,535,899,109		908,267,350		10,444,166,459		-410,396,291		10,033,770,168

		K10200000#		セグメント利益		0

		K10202000#		　営業利益		0		1,969,936,403		1,187,940,492		295,579,554		3,453,456,449		-104,716,802		3,348,739,647		-1,552,204,383		1,796,535,264

		K10300000#		資産合計		0		0		0		0		0		0		0

		K10500000#		その他の項目		0

		K10501000#		　減価償却費		0		0		0		0		0		0		0

		K10512000#		　有形固定資産及び無形固定資産の増加額		0		0		0		0		0		0		0





		増減 ゾウゲン

		開示科目ID		開示科目名		減算		当期
四輪事業		当期
デジタルプロダクツ事業		当期
その他情報流通事業		当期
報告セグメント計		当期
その他		当期
合計		当期
調整額 チョウセイ ガク		当期連結財務諸表上額 レンケツ ザイム ショヒョウ ジョウ ガク

		K10100000#		売上高

		K10101000#		　外部顧客への売上高				20,078,552		-271,501,074 		48,303,029		-203,119,493 		207,634,073		4,514,580		0		4,514,580

		K10102000#		　セグメント間の内部売上高又は振替高				-959,500 		0		0		-959,500 		104,472,853		103,513,353		-103,513,353 		0

		K101Z0000#		　売上高合計				19,119,052		-271,501,074 		48,303,029		-204,078,993 		312,106,926		108,027,933		-103,513,353 		4,514,580

		K10200000#		セグメント利益				0		0		0		0		0		0		-199,094 		-199,094 

		K10202000#		　営業利益				254,114,120		-97,626,784 		-75,900,419 		80,586,917		-78,024,843 		2,562,074		-80,810,713 		-78,248,639 





DB_1株17通期

		開示科目ID		開示科目名		備考		減算		当期
金額

		K210000#		親会社株主に帰属する当期純利益		①P/L(P/L&C/I)より		0		1,767,535,817

		K220000#		普通株主に帰属しない金額				0		

		K220100#		　優先配当額				1		0

		K220200#		　配当優先株式に係る消却（償還）差額				1		0

		K220300#		　参加可能額				1		0

		K220400#		　その他普通株主に帰属しない金額①				1		0

		K220500#		　その他普通株主に帰属しない金額②				1		0

		K220600#		　その他普通株主に帰属しない金額③				1		0

		K220700#		　その他普通株主に帰属しない金額④				1		0

		K220800#		　その他普通株主に帰属しない金額⑤				1		0

		K220900#		　その他				1		0

		K22Z000#		　普通株主に帰属しない金額		②		1		0

		K230000#		普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益		③＝①－②		0		1,767,535,817

		K240000#		普通株式の期中平均株式数		④＝⑤＋⑥		0		26,391,070.684

		K240010#		　普通株式の期中平均株式数（調整前）		⑤期中平均・期末残高情報より		0		26,391,070.684

		K240020#		　端数調整又は株式分割等による差分調整		⑥		0		0.000

		K250000#		１株当たり当期純利益金額		⑦＝③/④		0		66.974

		K412000#		親会社株主に帰属する当期純利益調整額				0		

		K412100#		　支払利息（税額相当額控除後）				0		0

		K412200#		　優先配当額				0		0

		K412300#		　子会社の発行する潜在株式が存在する場合の親会社株主に帰属する当期純利益調整額				0		0

		K412400#		　その他親会社株主に帰属する当期純利益調整額①				0		0

		K412500#		　その他親会社株主に帰属する当期純利益調整額②				0		0

		K412600#		　その他親会社株主に帰属する当期純利益調整額③				0		0

		K412700#		　その他親会社株主に帰属する当期純利益調整額④				0		0

		K412800#		　その他親会社株主に帰属する当期純利益調整額⑤				0		0

		K412900#		　その他				0		0

		K412Z00#		　親会社株主に帰属する当期純利益調整額		⑧		0		0

		K421000#		普通株式の期中平均株式数		⑨＝⑩＋⑪		0		26,391,070.684

		K421010#		　普通株式の期中平均株式数（調整前）		⑩期中平均・期末残高情報より		0		26,391,070.684

		K421020#		　端数調整又は株式分割による差分調整		⑪		0		0.000

		K422000#		普通株式増加数				0		

		K422100#		　自己株式				0		0.000

		K422200#		　新株予約権				0		534,711.000

		K422300#		　転換社債型新株予約権付社債				0		0.000

		K422400#		　配当優先株式				0		0.000

		K422500#		　条件付発行可能普通株式				0		0.000

		K422600#		　条件付発行可能潜在株式				0		0.000

		K422900#		　その他				0		0.000

		K422Z00#		　普通株式増加数		⑫		0		534,711.000

		K423000#		潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額		⑬＝(③＋⑧)/(⑨＋⑫)		0		65.644

		K430000#		潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額		開示判定後(⑬又は0)		0		65.644
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DB_組替表182Q

		Xsmartよりデータを参照 サンショウ

		決算期別情報＞連結＞連結財務諸表>開示ベース>連結損益計算書 ケッサン キ ベツ ジョウホウ レンケツ レンケツ ザイム ショヒョウ カイジ レンケツ ソンエキ ケイサンショ

		勘定科目ID		勘定科目名		金額		借方		貸方		振替後金額		構成比		開示科目ID		開示科目名		独立掲記		量的基準		除外		金額		構成比		集約		金額（集約後）		構成比（集約後）		金額（予算） ヨサン		予算比 ヨサン ヒ

		5111		ＡＡ収入		5,602,276,432		0		0		5,602,276,432		55.834		K21010000#		売上高						0		10,033,770,166		100.000		0		10,033,770,166		100.000		10,069,778,991		99.6%

		5112		情報収入		3,660,387,889		0		0		3,660,387,889		36.480

		5211		商品機器売上高		771,105,845		0		0		771,105,845		7.685

		6111		給料手当（原価）		291,738,702		0		0		291,738,702		7.623		K22010000#		売上原価						0		3,826,793,954		100.000		0		3,826,793,954		100.000		4,061,928,961		99.6%

		6112		賞与手当（原価）		9,856,894		0		0		9,856,894		0.257

		6113		賞与引当金繰入額（原価）		20,639,613		0		0		20,639,613		0.539

		6114		退職給付費用（原価）		1,193,000		0		0		1,193,000		0.031

		6115		退職給付引当金繰入（原価）		8,661,604		0		0		8,661,604		0.226

		6116		雑給（原価）		7,800,000		0		0		7,800,000		0.203

		6117		法定福利費（原価）		47,123,456		0		0		47,123,456		1.231

		6118		福利厚生費（原価）		3,367,914		0		0		3,367,914		0.088

		6141		委託検査費（原価）		314,822,522		0		0		314,822,522		8.226

		6142		出張検査費（原価）		20,517,084		0		0		20,517,084		0.536

		6143		委託保守費（原価）		217,867,435		0		0		217,867,435		5.693

		6144		業務委託費（原価）		864,624,938		0		0		864,624,938		22.593

		6145		検査員給料手当（原価）		0		0		0		0		0.000

		6161		機器回線使用料（原価）		480,290,653		0		0		480,290,653		12.550

		6162		データ中継費（原価）		591,000		0		0		591,000		0.015

		6163		リース原価（原価）		0		0		0		0		0.000

		6164		ドキュメント費（原価）		5,680,682		0		0		5,680,682		0.148

		6165		カタログ作製費（原価）		10,470,084		0		0		10,470,084		0.273

		6166		物流費（原価）		105,863,845		0		0		105,863,845		2.766

		6167		賃借料（原価）		154,468,869		0		0		154,468,869		4.036

		6168		租税公課（原価）		630,896		0		0		630,896		0.016

		6169		図書教育費（原価）		1,100,610		0		0		1,100,610		0.028

		6170		通信費（原価）		56,636,328		0		0		56,636,328		1.479

		6171		車輌費（原価）		530,511		0		0		530,511		0.013

		6172		水道光熱費（原価）		4,864,839		0		0		4,864,839		0.127

		6173		消耗器具備品（原価）		53,518,834		0		0		53,518,834		1.398

		6174		事務消耗品（原価）		287,473		0		0		287,473		0.007

		6175		旅費交通費（原価）		47,413,234		0		0		47,413,234		1.238

		6176		交際費（原価）		0		0		0		0		0.000

		6177		減価償却費（原価）		230,190,847		0		0		230,190,847		6.015

		6178		リース費（原価）		0		0		0		0		0.000

		6179		諸会費（原価）		200,000		0		0		200,000		0.005

		6180		保険料（原価）		810,490		0		0		810,490		0.021

		6181		保守料（原価）		2,536,088		0		0		2,536,088		0.066

		6182		会議費（原価）		420,954		0		0		420,954		0.011

		6183		支払手数料（原価）		26,543		0		0		26,543		0.000

		6184		雑費（原価）		-167,239,206		0		0		-167,239,206		-4.370

		6211		商品機器売上原価		1,029,287,218		0		0		1,029,287,218		26.896

																K23000000#		売上総利益						0		6,206,976,212				0		6,206,976,212				6,007,850,030		99.6%

		7111		販売促進費		177,913,398		0		0		177,913,398		4.033		K260Z0000#		販売費及び一般管理費						0		4,410,440,948		100.000		0		4,410,440,948		100.000		4,766,103,593		99.6%

		7111F1		ポイント引当金繰入額		0		0		15,717,540		-15,717,540		-0.356

		7112		販売手数料		102,589,197		15,717,540		0		118,306,737		2.682

		7113		保管管理費		3,266,511		0		0		3,266,511		0.074

		7114		荷造運搬費		204,908		0		0		204,908		0.004

		7115		広告宣伝費		44,486,689		0		0		44,486,689		1.008

		7116		支払補償費		21,905,766		0		0		21,905,766		0.496

		7117		貸倒引当金繰入額		3,747,275		0		60,000		3,687,275		0.083

		7118		貸倒損失		0		0		0		0		0.000

		7119		保守費		29,796,761		0		0		29,796,761		0.675

		7120		業務委託費		268,360,765		0		0		268,360,765		6.084

		7131		役員報酬		144,322,737		0		0		144,322,737		3.272

		7132		給料手当		1,270,434,177		0		0		1,270,434,177		28.805

		7133		賞与手当		284,494,439		0		0		284,494,439		6.450

		7134		賞与引当金繰入額		91,527,053		0		0		91,527,053		2.075

		7135		退職給付費用		27,201,834		0		0		27,201,834		0.616

		7136		退職給付引当金繰入額		70,733,111		0		0		70,733,111		1.603

		7137		株式報酬費用		19,933,549		0		0		19,933,549		0.451

		7138		雑給		151,583,564		0		0		151,583,564		3.436

		7139		法定福利費		279,118,270		0		0		279,118,270		6.328

		7140		福利厚生費		61,129,947		0		0		61,129,947		1.386

		7141		賃借料		228,581,206		0		0		228,581,206		5.182

		7142		租税公課		52,581,613		0		0		52,581,613		1.192

		7143		修繕費		1,728,684		0		0		1,728,684		0.039

		7144		図書教育費		10,184,611		0		0		10,184,611		0.230

		7145		通信費		86,708,173		0		0		86,708,173		1.965

		7146		車輌費		39,406,395		0		0		39,406,395		0.893

		7147		水道光熱費		12,883,053		0		0		12,883,053		0.292

		7148		消耗品備品		21,192,904		0		0		21,192,904		0.480

		7149		事務消耗品		833,333		0		0		833,333		0.018

		7150		旅費交通費		100,335,289		0		0		100,335,289		2.274

		7151		交際費		19,670,228		0		0		19,670,228		0.445

		7152		減価償却費		58,891,308		0		0		58,891,308		1.335

		7153		リース費		17,178,044		0		0		17,178,044		0.389

		7154		諸会費		6,777,246		0		0		6,777,246		0.153

		7155		保険料		7,047,977		0		0		7,047,977		0.159

		7156		保守料		30,324,194		0		0		30,324,194		0.687

		7157		会議費		16,269,590		0		0		16,269,590		0.368

		7158		社員募集費		23,608,156		0		0		23,608,156		0.535

		7159		支払手数料		85,235,097		0		0		85,235,097		1.932

		7160		支払報酬		47,746,988		0		0		47,746,988		1.082

		7161		研究開発費		46,750		0		0		46,750		0.001

		7162		雑費		8,844,186		0		0		8,844,186		0.200

		7163		のれん償却		481,675,972		0		0		481,675,972		10.921

																K27000000#		営業利益						0		1,796,535,264				0		1,796,535,264				1,241,746,437		144.7%

																K28000000#		営業外収益																		ERROR:#N/A		ERROR:#VALUE!

		8111		受取利息		3,876,753		0		0		3,876,753		5.442		K28001000#		　受取利息		○				0		3,876,753		5.442		0		3,876,753		5.442		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8112		配当金		11,874,000		0		0		11,874,000		16.670		K28003000#		　受取配当金		○				0		11,874,000		16.670		0		11,874,000		16.670		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8114		持分法投資損益（益）		37,537,712		0		0		37,537,712		52.701		K28006000#		　持分法による投資利益		○				0		37,537,712		52.701		0		37,537,712		52.701		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8124F1		貸倒引当金戻入益（営業外）		0		0		0		0		0.000		K28090000#		　その他						0		17,938,685		25.185		0		17,938,685		25.185

		8199		その他営業外収益		18,906,508		967,823		0		17,938,685		25.185

																K280Z0000#		　営業外収益合計						0		71,227,150		100.000		0		71,227,150		100.000		55,551,624		128.2%

																K29000000#		営業外費用																		ERROR:#N/A		ERROR:#VALUE!

		8211		支払利息割引料		1,909,008		0		0		1,909,008		7.940		K29001000#		　支払利息		○				0		1,909,008		7.940		0		1,909,008		7.940		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8212		為替差損		0		12,774,214		663,267		12,110,947		50.372		K29008000#		　為替差損				20.000		0		12,110,947		50.372		0		12,110,947		50.372		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8124		貸倒引当金繰入額（営業外）		9,762,233		0		0		9,762,233		40.603		K29010000#		　貸倒引当金繰入額				20.000		0		9,762,233		40.603		0		9,762,233		40.603		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8213		持分法投資損益（損）		0		0		0		0		0.000		K29090000#		　その他						0		260,521		1.083		0		260,521		1.083

		8299		その他営業外費用		13,034,735		0		12,774,214		260,521		1.083

																K290Z0000#		　営業外費用合計						0		24,042,709		100.000		0		24,042,709		100.000		2,050,995		1172.2%

																K2A000000#		経常利益						0		1,843,719,705				0		1,843,719,705				1,295,247,066		142.3%

																K2B000000#		特別利益																		0		ERROR:#VALUE!

		8311		固定資産売却益		4,264,166		0		0		4,264,166		66.574		K2B003000#		　固定資産売却益		○				0		4,264,166		66.574		0		4,264,166		66.574		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8313		関係会社株式売却益		-51,004,108		0		53,145,056		2,140,948		33.425		K2B006000#		　関係会社株式売却益				20.000		0		2,140,948		33.425		0		2,140,948		33.425		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8399		その他特別利益		53,205,056		53,205,056		0		0		0.000		K2B090000#		　その他						0		0		0.000		0		0		0.000		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																K2B0Z0000#		　特別利益合計						0		6,405,114		100.000		0		6,405,114		100.000		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																K2C000000#		特別損失																		0		ERROR:#VALUE!

		8411		投資有価証券評価損		44,967,487		0		0		44,967,487		88.260		K2C010000#		　投資有価証券評価損				20.000		0		44,967,487		88.260		0		44,967,487		88.260		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		8412		投資有価証券売却損		0		188,107		0		188,107		0.369		K2C090000#		　その他						0		5,981,292		11.739		0		5,981,292		11.739

		8413		関係会社株式評価損		5,770,077		0		0		5,770,077		11.325

		8415		固定資産除売却損		0		0		0		0		0.000

		8416		役員退職慰労金		0		0		0		0		0.000

		8417		固定資産除却損		23,108		0		0		23,108		0.045

		8418		厚生年金基金脱退損		0		0		0		0		0.000

		8419		退職給付会計基準変更		0		0		0		0		0.000

		8499		その他特別損失		188,107		0		188,107		0		0.000

																K2C0Z0000#		　特別損失合計						0		50,948,779		100.000		0		50,948,779		100.000		ERROR:#N/A

																K2F000000#		税金等調整前四半期純利益						0		1,799,176,040				0		1,799,176,040				1,295,247,066		138.9%

		8511		法人税、住民税及び事業税		822,823,943		0		0		822,823,943		99.888		K2G000000#		法人税等						0		823,744,557		100.000		0		823,744,557		100.000

		8512		法人税等追徴税額		0		0		0		0		0.000

		8513		法人税等調整額		920,614		0		0		920,614		0.111

																K2H000000#		四半期純利益						0		975,431,483				0		975,431,483				ERROR:#N/A

		8611		少数株主損益		18,125,378		0		0		18,125,378		-100.000		K2I000000#		非支配株主に帰属する四半期純利益						0		18,125,378				0		18,125,378				18,842,628		96.2%

																K2J000000#		親会社株主に帰属する四半期純利益						0		957,306,105				0		957,306,105				616,592,733		155.3%
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DB_組替表172Q

		■連結精算表の修正・組替 レンケツ セイサン ヒョウ シュウセイ クミカエ

								貸借チェック： タイシャク		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.		O.K.				【四半期】 シハンキ																				【年度】 ネンド

		コード		勘定科目 カンジョウ カモク		連結修正仕訳計上後 レンケツ シュウセイ シワケ ケイジョウ ゴ				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		修正後 シュウセイ ゴ				重要性判定
のための組替 ジュウヨウセイ ハンテイ クミカエ		１次組替後 ジ クミカエ ゴ		重要性判定
のための指標 ジュウヨウセイ ハンテイ シヒョウ		四半報　表示科目 シ ハンポウ ヒョウジ カモク		No.		区分 クブン		科目名 カモク メイ		金額（円） キンガク エン						重要性判定
のための組替 ジュウヨウセイ ハンテイ クミカエ		１次組替後 ジ クミカエ ゴ		重要性判定
のための指標 ジュウヨウセイ ハンテイ シヒョウ		有報　表示科目 ユウホウ ヒョウジ カモク		No.		区分 クブン		科目名 カモク メイ		金額（円） キンガク エン

		
						構成比/
売上比 コウセイヒ ウリアゲ ヒ		AUC&IAUC/ポイント引当金の別掲		AUC/一年内長借の振替		(連)有価証券関連の科目修正		ADP/売掛金・買掛金→オークション債権・債務		ADP/為替予約の科目修正		ASS&AFP&AIBS/マイナス残勘定の振替		(連)その他収益・費用の別掲		(連)為替差益⇔為替差損　相殺		AUC/USA評価損の科目修正		ADP/未収消費税の科目修正		JBTV/中間納付の科目修正		AUC/還付法人税等の科目修正		ASS/未収消費税の科目修正		AFP/還付法人税・未収消費税の科目修正		ACP/還付法人税等の科目修正		AIBS/還付消費税等の科目修正		AMD/還付法人税等の科目修正		AUC+IAUC/従業員貸付の長短組替		(連)従業員貸付の科目修正		退職給付に係る負債の科目修正		ポイント引当金繰入額の別掲		ＡＵＣ東証分債務振替		勘定科目の振替		JBTV/役員報酬の科目修正		ADP/支払債務科目の修正		RUN/本社移転費用の科目振替		-		-		-		-

		●連結貸借対照表 レンケツ タイシャク タイショウヒョウ

		1111		現金及び預金		15,536,604,976		55.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15,536,604,976						15,536,604,976		55.7%		現金及び預金		BS1		BS		現金及び預金		15,536,604,976								15,536,604,976		55.7%		現金及び預金		BS1		BS		現金及び預金		15,536,604,976

		1121		受取手形		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		1122		売掛金		1,146,350,306		4.1%		-		-		-		▲ 299,623,618		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		846,726,688						846,726,688		3.0%		受取手形及び売掛金		BS2		BS		受取手形及び売掛金		846,726,688								846,726,688		3.0%		受取手形及び売掛金		BS2		BS		受取手形及び売掛金		846,726,688

		1123		オークシヨン貸勘定		3,591,389,622		12.9%		-		-		-		299,623,618		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,891,013,240						3,891,013,240		13.9%		オークシヨン貸勘定		BS3		BS		オークシヨン貸勘定		3,891,013,240								3,891,013,240		13.9%		オークシヨン貸勘定		BS3		BS		オークシヨン貸勘定		3,891,013,240

		1125		有価証券		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		1131		商品		93,204,768		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		93,204,768				32,061,239		125,266,007		0.4%		その他流動資産								-						32,061,239		125,266,007		0.4%		その他流動資産								-

		1132		貯蔵品		32,061,239		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32,061,239				▲ 32,061,239		-		-		その他流動資産								-						▲ 32,061,239		-		-		その他流動資産								-

		1141		前払費用		139,002,266		0.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		139,002,266						139,002,266		0.5%		その他流動資産								-								139,002,266		0.5%		その他流動資産								-

		1142		未収収益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		1126		短期貸付金		1,924,452		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 1,924,452		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		1127		従業員短期貸付金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,179,405		1,924,452		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,103,857						4,103,857		0.0%		その他流動資産								-								4,103,857		0.0%		その他流動資産								-

		1143		立替金		17,626,346		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,626,346						17,626,346		0.1%		その他流動資産								-								17,626,346		0.1%		その他流動資産								-

		1144		仮払金		11,659,515		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,151,215						3,151,215		0.0%		その他流動資産								-								3,151,215		0.0%		その他流動資産								-

		1145		未収入金		910,849,435		3.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 906,358,859		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,490,576						4,490,576		0.0%		その他流動資産								-								4,490,576		0.0%		その他流動資産								-

		1151		繰延税金資産		217,425,279		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		217,425,279						217,425,279		0.8%		その他流動資産								-								217,425,279		0.8%		繰延税金資産		BS4		BS		繰延税金資産		217,425,279

		-		為替予約(資産) シサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		-		未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産								-								-		-		その他流動資産								-

		-		未収消費税等 ミシュウ ショウヒゼイ トウ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		906,358,859		-		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		908,512,138						908,512,138		3.3%		その他流動資産								-								908,512,138		3.3%		その他流動資産								-

		-		その他流動資産 タ リュウドウ シサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動資産		BS4		BS		その他流動資産		1,419,577,684								-		-		その他流動資産		BS5		BS		その他流動資産		1,202,152,405

		1161		貸倒引当金（流動）		▲ 36,338,990		▲ 0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 36,338,990						▲ 36,338,990		▲ 0.1%		貸倒引当金（流動）		BS5		BS		貸倒引当金（流動）		▲ 36,338,990								▲ 36,338,990		▲ 0.1%		貸倒引当金（流動）		BS6		BS		貸倒引当金（流動）		▲ 36,338,990

		1100		流動資産 計		21,661,759,214		77.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		2,179,405		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21,657,583,598				-		21,657,583,598		77.6%		流動資産 計		BS6		BS		流動資産 計		21,657,583,598		O.K.				-		21,657,583,598		77.6%		流動資産 計		BS7		BS		流動資産 計		21,657,583,598		O.K.

		1211		建物付属設備		544,102,095		1.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		544,102,095								-		その他有形固定資産								-						-		544,102,095		2.0%		建物及び構築物		BS8		BS		建物及び構築物		544,102,095

		1212		建物付属設備減価償却累計額		▲ 173,444,546		▲ 0.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 173,444,546								-		その他有形固定資産								-						-		▲ 173,444,546		▲ 0.6%		建物及び構築物累計額		BS9		BS		建物及び構築物累計額		▲ 173,444,546

		-		建物付属設備　純額 ジュン ガク		370,657,549		1.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		370,657,549				-		370,657,549		1.3%		その他有形固定資産　純額								-						-		370,657,549		1.3%		建物及び構築物　純額		BS10		BS		建物及び構築物　純額		370,657,549

		1213		車輌及び運搬具		24,353,379		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		24,353,379								-		その他有形固定資産								-						2,209,000		26,562,379		0.1%		その他有形固定資産								-

		1214		車輌及び運搬具減価償却累計額		▲ 20,626,856		▲ 0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 20,626,856								-		その他有形固定資産								-						▲ 1,117,231		▲ 21,744,087		▲ 0.1%		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		車輌及び運搬具　純額 ジュン ガク		3,726,523		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,726,523				1,091,769		4,818,292		0.0%		その他有形固定資産　純額								-						1,091,769		4,818,292		0.0%		その他有形固定資産　純額								-

		1217		器具及び備品		931,204,602		3.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		931,204,602								-		その他有形固定資産								-						35,660,489		966,865,091		3.5%		その他有形固定資産								-

		1218		器具備品減価償却累計額		▲ 830,555,911		▲ 3.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 830,555,911								-		その他有形固定資産								-						▲ 35,028,327		▲ 865,584,238		▲ 3.1%		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		器具及び備品　純額 キグ オヨ ビヒン ジュン ガク		100,648,691		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100,648,691				632,162		101,280,853		0.4%		その他有形固定資産　純額								-						632,162		101,280,853		0.4%		その他有形固定資産　純額								-

		1215		リース資産		53,623,000		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		53,623,000				▲ 53,623,000				-		その他有形固定資産								-								53,623,000		0.2%		その他有形固定資産								-

		1216		リース資産減価償却累計額		▲ 53,623,000		▲ 0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 53,623,000				53,623,000				-		その他有形固定資産								-								▲ 53,623,000		▲ 0.2%		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		リース資産　純額 シサン ジュン ガク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他有形固定資産　純額								-						-		-		-		その他有形固定資産　純額								-

		1219		土地		797,076,153		2.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		797,076,153						797,076,153		2.9%		その他有形固定資産　純額								-								797,076,153		2.9%		土地		BS11		BS		土地		797,076,153

		1220		少額資産		35,660,489		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		35,660,489								-		その他有形固定資産								-						▲ 35,660,489		-		-		その他有形固定資産								-

		1221		少額資産減価償却累計額		▲ 35,028,327		▲ 0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 35,028,327								-		その他有形固定資産								-						35,028,327		-		-		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		少額資産　純額 ショウガク シサン ジュン ガク		632,162		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		632,162				▲ 632,162		-		-		その他有形固定資産　純額								-						▲ 632,162		-		-		その他有形固定資産　純額								-

		1230		構築物		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-								-		その他有形固定資産								-						-		-		-		その他有形固定資産								-

		1231		構築物減価償却累計額		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-								-		その他有形固定資産								-						-		-		-		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		構築物　純額 コウチクブツ ジュン ガク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		その他有形固定資産　純額								-						-		-		-		その他有形固定資産　純額								-

		1232		機械装置		2,209,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,209,000								-		その他有形固定資産								-						▲ 2,209,000		-		-		その他有形固定資産								-

		1233		機械装置減価償却累計額		▲ 1,117,231		▲ 0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 1,117,231								-		その他有形固定資産								-						1,117,231		-		-		その他有形固定資産償却累計額								-

		-		機械装置　純額 キカイ ソウチ ジュン ガク		1,091,769		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,091,769				▲ 1,091,769		-		-		その他有形固定資産　純額								-						▲ 1,091,769		-		-		その他有形固定資産　純額								-

		-		その他有形固定資産 タ ユウケイ コテイ シサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-								-		その他有形固定資産																-		-		その他有形固定資産		BS12		BS		その他有形固定資産		1,047,050,470

		-		その他有形固定資産償却累計額 タ ユウケイ コテイ シサン ショウキャク ルイケイ ガク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-								-		その他有形固定資産償却累計額																-		-		その他有形固定資産償却累計額		BS13		BS		その他有形固定資産償却累計額		▲ 940,951,325

		-		その他有形固定資産　純額 タ ユウケイ コテイ シサン ジュン ガク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他有形固定資産　純額		BS7		BS		その他有形固定資産　純額		1,273,832,847						-		-		-		その他有形固定資産　純額		BS14		BS		その他有形固定資産　純額		106,099,145

		1210		有形固定資産 計		1,273,832,847		4.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,273,832,847				-		1,273,832,847		4.6%		有形固定資産 計		BS8		BS		有形固定資産 計		1,273,832,847		O.K.				-		1,273,832,847		4.6%		有形固定資産 計		BS15		BS		有形固定資産 計		1,273,832,847		O.K.

		1242		ソフトウエア		826,803,823		3.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		826,803,823				▲ 50,838,391		775,965,432		2.8%		その他無形固定資産								-						204,188,315		1,030,992,138		3.7%		その他無形固定資産								-

		1243		ソフトウェア償却累計額		▲ 50,838,391		▲ 0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 50,838,391				50,838,391		-		-		その他無形固定資産								-						50,838,391		-		-		その他無形固定資産								-

		1244		ソフトウェア建設仮勘定		255,026,706		0.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		255,026,706						255,026,706		0.9%		その他無形固定資産								-						▲ 255,026,706		-		-		その他無形固定資産								-

		1245		電話加入権		6,117,591		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,117,591						6,117,591		0.0%		その他無形固定資産								-								6,117,591		0.0%		その他無形固定資産								-

		1246		借地権		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他無形固定資産								-								-		-		その他無形固定資産								-

		1241		のれん		961,553,414		3.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		961,553,414						961,553,414		3.4%		のれん		BS9		BS		のれん		961,553,414								961,553,414		3.4%		のれん		BS16		BS		のれん		961,553,414

		-		その他無形固定資産 タ ムケイ コテイ シサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-				その他無形固定資産		BS10		BS		その他無形固定資産		1,037,109,729								-		-		その他無形固定資産		BS17		BS		その他無形固定資産		1,037,109,729

		1240		無形固定資産 計		1,998,663,143		7.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,998,663,143				-		1,998,663,143		7.2%		無形固定資産 計		BS11		BS		無形固定資産 計		1,998,663,143		O.K.				-		1,998,663,143		7.2%		無形固定資産 計		BS18		BS		無形固定資産 計		1,998,663,143		O.K.

		1271		投資有価証券		1,301,629,704		4.7%		-		-		▲ 44,254,537		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,257,375,167						1,257,375,167		4.5%		その他の投資								-								1,257,375,167		4.5%		投資有価証券		BS19		BS		投資有価証券		1,257,375,167

		1272		関係会社株式		417,706,519		1.5%		-		-		51,226,763		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		468,933,282						468,933,282		1.7%		その他の投資								-								468,933,282		1.7%		その他の投資								-

		1273		従業員長期貸付金		13,775,699		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 2,179,405		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11,596,294						11,596,294		0.0%		その他の投資								-								11,596,294		0.0%		その他の投資								-

		1274		長期貸付金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1275		保険積立金		234,451,016		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		234,451,016						234,451,016		0.8%		その他の投資								-								234,451,016		0.8%		その他の投資								-

		1276		差入保証金		650,032,657		2.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		650,032,657						650,032,657		2.3%		その他の投資								-								650,032,657		2.3%		その他の投資								-

		1277		長期前払費用		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1278		破産更生債権等		85,058,139		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		85,058,139						85,058,139		0.3%		その他の投資								-								85,058,139		0.3%		その他の投資								-

		1279		ゴルフ会員権		26,100,000		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26,100,000						26,100,000		0.1%		その他の投資								-								26,100,000		0.1%		その他の投資								-

		1280		長期繰延税金資産		307,579,179		1.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		307,579,179						307,579,179		1.1%		その他の投資								-								307,579,179		1.1%		長期繰延税金資産		BS20		BS		長期繰延税金資産		307,579,179

		1283		投資不動産		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1284		投資不動産減価償却累計額		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1285		長期性預金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1286		関係会社出資金		7,447,226		0.0%		-		-		▲ 6,972,226		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		475,000						475,000		0.0%		その他の投資								-								475,000		0.0%		その他の投資								-

		1287		出資金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他の投資								-								-		-		その他の投資								-

		1288		退職給付に係る資産		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		1281		その他の投資		10,790,038		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,790,038		IAUC リゾートトラスト会員権 カイインケン				10,790,038		0.0%		その他の投資		BS12		BS		その他の投資		2,971,852,564								10,790,038		0.0%		その他の投資		BS21		BS		その他の投資		1,487,436,426

		1282		貸倒引当金（固定）		▲ 80,538,208		▲ 0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 80,538,208						▲ 80,538,208		▲ 0.3%		その他の投資								-								▲ 80,538,208		▲ 0.3%		貸倒引当金（固定）		BS22		BS		貸倒引当金（固定）		▲ 80,538,208

		1270		投資その他の資産 計		2,974,031,969		10.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 2,179,405		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,971,852,564				-		2,971,852,564		10.7%		投資その他の資産 計		BS13		BS		投資その他の資産 計		2,971,852,564		O.K.				-		2,971,852,564		10.7%		投資その他の資産 計		BS23		BS		投資その他の資産 計		2,971,852,564		O.K.

		1200		固定資産合計		6,246,527,959		22.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 2,179,405		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,244,348,554				-		6,244,348,554		22.4%		固定資産合計		BS14		BS		固定資産合計		6,244,348,554		O.K.				-		6,244,348,554		22.4%		固定資産合計		BS24		BS		固定資産合計		6,244,348,554		O.K.

		1000		資産合計		27,908,287,173		100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27,901,932,152				-		27,901,932,152		100.0%		資産合計		BS15		BS		資産合計		27,901,932,152		O.K.				-		27,901,932,152		100.0%		資産合計		BS25		BS		資産合計		27,901,932,152		O.K.

		2111		買掛金		5,188,095,530		18.6%		-		-		-		▲ 4,577,180,455		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		24,760,128		-		-		-		-		-		635,675,203				-		635,675,203		2.3%		支払手形及び買掛金		BS16		BS		支払手形及び買掛金		635,675,203						-		635,675,203		2.3%		支払手形及び買掛金		BS26		BS		支払手形及び買掛金		635,675,203

		2112		オークシヨン借勘定		2,028,045,533		7.3%		-		-		-		4,577,180,455		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,605,225,988						6,605,225,988		23.7%		オークシヨン借勘定		BS17		BS		オークシヨン借勘定		6,605,225,988								6,605,225,988		23.7%		オークシヨン借勘定		BS27		BS		オークシヨン借勘定		6,605,225,988

		2123		支払手形		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-		その他流動負債								-						-		-		-		その他流動負債								-

		2113		短期借入金		▲ 22		▲ 0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 22						▲ 22		▲ 0.0%		その他流動負債								-								▲ 22		▲ 0.0%		その他流動負債								-

		2134		一年以内長期借入金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動負債								-								-		-		一年以内長期借入金		BS28		BS		一年以内長期借入金		-

		2114		未払金		373,219,514		1.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 24,760,128		-		-		-		-		-		348,459,386						348,459,386		1.2%		その他流動負債								-								348,459,386		1.2%		その他流動負債								-

		2115		リース未払金		10,935,035		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,935,035						10,935,035		0.0%		その他流動負債								-								10,935,035		0.0%		その他流動負債								-

		2116		未払法人税等		825,622,978		3.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		825,622,978						825,622,978		3.0%		未払法人税等		BS18		BS		未払法人税等		825,622,978								825,622,978		3.0%		未払法人税等		BS29		BS		未払法人税等		825,622,978

		2117		未払消費税等		124,201,155		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		117,846,134						117,846,134		0.4%		その他流動負債								-								117,846,134		0.4%		その他流動負債								-

		2118		未払費用		236,160,799		0.8%		▲ 141,748,511		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		94,412,288						94,412,288		0.3%		その他流動負債								-								94,412,288		0.3%		その他流動負債								-

		2119		前受金		3,330,539		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,330,539						3,330,539		0.0%		その他流動負債								-								3,330,539		0.0%		その他流動負債								-

		2120		預り金		132,402,567		0.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		132,402,567						132,402,567		0.5%		その他流動負債								-								132,402,567		0.5%		その他流動負債								-

		2121		前受収益		328,095,664		1.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		328,095,664						328,095,664		1.2%		その他流動負債								-								328,095,664		1.2%		その他流動負債								-

		2122		仮受金		8,453,801		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8,453,801						8,453,801		0.0%		その他流動負債								-								8,453,801		0.0%		その他流動負債								-

		2131		賞与引当金		67,508,955		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		67,508,955						67,508,955		0.2%		その他引当金（流動）								-								67,508,955		0.2%		賞与引当金		BS30		BS		賞与引当金		67,508,955

		2133		ポイント引当金（流動）		-		-		141,748,511		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		141,748,511						141,748,511		0.5%		その他引当金（流動）								-								141,748,511		0.5%		ポイント引当金（流動）		BS31		BS		ポイント引当金（流動）		141,748,511

		2132		繰延税金負債（流動）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動負債								-								-		-		その他流動負債								-

		2135		為替予約(負債) フサイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動負債								-								-		-		その他流動負債								-

		-		その他引当金（流動）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他引当金（流動）		BS19		BS		その他引当金（流動）		209,257,466								-		-		その他流動負債		BS32		BS		その他流動負債		1,043,935,392

		2199		その他流動負債		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他流動負債		BS20		BS		その他流動負債		1,043,935,392								-		-		その他流動負債		BS33		BS		その他流動負債		1,043,935,392

		2100		流動負債 計		9,326,072,048		33.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,319,717,027				-		9,319,717,027		33.4%		流動負債 計		BS21		BS		流動負債 計		9,319,717,027		O.K.				-		9,319,717,027		33.4%		流動負債 計		BS34		BS		流動負債 計		9,319,717,027		CHECK!!

		2211		長期借入金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他固定負債								-								-		-		その他固定負債								-

		2212		長期リース未払金		5		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5						5		0.0%		その他固定負債								-								5		0.0%		その他固定負債								-

		2213		長期未払金		670,970,833		2.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		670,970,833						670,970,833		2.4%		その他固定負債								-								670,970,833		2.4%		その他固定負債								-

		2214		預り保証金		50,777,494		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50,777,494						50,777,494		0.2%		その他固定負債								-								50,777,494		0.2%		その他固定負債								-

		2215		退職給付引当金		1,518,579,959		5.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 1,518,579,959		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		2216		役員退職慰労引当金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他引当金（固定）								-								-		-		役員退職慰労引当金		BS35		BS		役員退職慰労引当金		-

		2218		ポイント引当金（固定）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他引当金（固定）								-								-		-		ポイント引当金（固定）		BS36		BS		ポイント引当金（固定）		-

		2217		繰延税金負債（固定）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他固定負債								-								-		-		その他固定負債								-

		2219		退職給付に係る負債		39,745,810		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,518,579,959		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,558,325,769						1,558,325,769		5.6%		退職給付に係る負債		BS22		BS		退職給付に係る負債		1,558,325,769								1,558,325,769		5.6%		退職給付に係る負債		BS37		BS		退職給付に係る負債		1,558,325,769

		-		引当金その他（固定） ヒキアテ キン タ コテイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他引当金（固定）								-								-		-		その他固定負債								-

		2299		その他固定負債		59,022,083		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		59,022,083		AFP 長期前受収益 チョウキ マエウケ シュウエキ				59,022,083		0.2%		その他固定負債		BS23		BS		その他固定負債		780,770,415								59,022,083		0.2%		その他固定負債		BS38		BS		その他固定負債		780,770,415

		2200		固定負債 計		2,339,096,184		8.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,339,096,184				-		2,339,096,184		8.4%		固定負債 計		BS24		BS		固定負債 計		2,339,096,184		O.K.				-		2,339,096,184		8.4%		固定負債 計		BS39		BS		固定負債 計		2,339,096,184		O.K.

		2000		負債 合計		11,665,168,232		41.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11,658,813,211				-		11,658,813,211		41.8%		負債 合計		BS25		BS		負債 合計		11,658,813,211		O.K.				-		11,658,813,211		41.8%		負債 合計		BS40		BS		負債 合計		11,658,813,211		O.K.

		3111		資本金		1,594,517,800		5.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,594,517,800						1,594,517,800		5.7%		資本金		BS26		BS		資本金		1,594,517,800								1,594,517,800		5.7%		資本金		BS41		BS		資本金		1,594,517,800

		3112		資本剰余金		6,684,852,445		24.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,684,852,445						6,684,852,445		24.0%		資本剰余金		BS27		BS		資本剰余金		6,684,852,445								6,684,852,445		24.0%		資本剰余金		BS42		BS		資本剰余金		6,684,852,445

		3113		利益剰余金		7,445,018,136		26.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,445,018,136						7,445,018,136		26.7%		利益剰余金		BS28		BS		利益剰余金		7,445,018,136								7,445,018,136		26.7%		利益剰余金		BS43		BS		利益剰余金		7,445,018,136

		3114		自己株式(△)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3115		子会社の保有する親会社株式(△)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3100		株主資本合計		15,724,388,381		56.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15,724,388,381				-		15,724,388,381		56.4%		株主資本合計		BS29		BS		株主資本合計		15,724,388,381		O.K.				-		15,724,388,381		56.4%		株主資本合計		BS44		BS		株主資本合計		15,724,388,381		O.K.

		3511		その他有価証券評価差額金		368,646,304		1.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		368,646,304						368,646,304		1.3%		その他有価証券評価差額金		BS30		BS		その他有価証券評価差額金		368,646,304								368,646,304		1.3%		その他有価証券評価差額金		BS45		BS		その他有価証券評価差額金		368,646,304

		3512		繰延ヘッジ損益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3513		土地再評価差額金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3514		評価差額		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3516		為替換算調整勘定		21,944,482		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21,944,482						21,944,482		0.1%		為替換算調整勘定		BS31		BS		為替換算調整勘定		21,944,482								21,944,482		0.1%		為替換算調整勘定		BS46		BS		為替換算調整勘定		21,944,482

		3517		退職給付に係る調整累計額		▲ 27,542,943		▲ 0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 27,542,943						▲ 27,542,943		▲ 0.1%		退職給付に係る調整累計額		BS32		BS		退職給付に係る調整累計額		▲ 27,542,943								▲ 27,542,943		▲ 0.1%		退職給付に係る調整累計額		BS47		BS		退職給付に係る調整累計額		▲ 27,542,943

		3500		その他の包括利益累計額合計		363,047,843		1.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		363,047,843				-		363,047,843		1.3%		その他の包括利益累計額合計		BS33		BS		その他の包括利益累計額合計		363,047,843		O.K.				-		363,047,843		1.3%		その他の包括利益累計額合計		BS48		BS		その他の包括利益累計額合計		363,047,843		O.K.

		3611		新株予約権		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		3711		少数株主持分		155,682,717		0.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		155,682,717						155,682,717		0.6%		非支配株主持分		BS34		BS		非支配株主持分		155,682,717								155,682,717		0.6%		非支配株主持分		BS49		BS		非支配株主持分		155,682,717

		3900		純資産合計		16,243,118,941		58.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		16,243,118,941				-		16,243,118,941		58.2%		純資産合計		BS35		BS		純資産合計		16,243,118,941		O.K.				-		16,243,118,941		58.2%		純資産合計		BS50		BS		純資産合計		16,243,118,941		O.K.

		3000		負債及び純資産合計		27,908,287,173		100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 8,508,300		-		-		-		-		2,153,279		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27,901,932,152				-		27,901,932,152		100.0%		負債及び純資産合計		BS36		BS		負債及び純資産合計		27,901,932,152		O.K.				-		27,901,932,152		100.0%		負債及び純資産合計		BS51		BS		負債及び純資産合計		27,901,932,152		O.K.

		●連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ																																																																																																						

		5111		ＡＡ収入		5,659,819,077		56.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,659,819,077						5,659,819,077		-		-								-								5,659,819,077		-		-								-

		5112		情報収入		3,616,665,689		36.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,616,665,689						3,616,665,689		-		-								-								3,616,665,689		-		-								-

		5100		情報収入		9,276,484,766		92.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,276,484,766				-		9,276,484,766		-		-								-						-		9,276,484,766		-		-								-

		5211		商品機器売上高		752,770,863		7.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		752,770,863						752,770,863		-		-								-								752,770,863		-		-								-

		5200		商品機器売上高		752,770,863		7.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		752,770,863				-		752,770,863		-		-								-						-		752,770,863		-		-								-

		5000		売上高		10,029,255,629		100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,029,255,629				-		10,029,255,629		-		売上高		PL1		PL		売上高		10,029,255,629						-		10,029,255,629		-		売上高		PL1		PL		売上高		10,029,255,629

		6111		給料手当（原価）		314,124,239		3.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		314,124,239						314,124,239		-		-								-								314,124,239		-		-								-

		6112		賞与手当（原価）		20,567,878		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20,567,878						20,567,878		-		-								-								20,567,878		-		-								-

		6113		賞与引当金繰入額（原価）		21,433,307		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21,433,307						21,433,307		-		-								-								21,433,307		-		-								-

		6114		退職給付費用（原価）		1,805,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,805,000						1,805,000		-		-								-								1,805,000		-		-								-

		6115		退職給付引当金繰入（原価）		10,446,074		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,446,074						10,446,074		-		-								-								10,446,074		-		-								-

		6116		雑給（原価）		32,930,179		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32,930,179						32,930,179		-		-								-								32,930,179		-		-								-

		6117		法定福利費（原価）		50,630,589		0.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50,630,589						50,630,589		-		-								-								50,630,589		-		-								-

		6118		福利厚生費（原価）		5,428,092		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,428,092						5,428,092		-		-								-								5,428,092		-		-								-

		6110		人件費（原価）		457,365,358		4.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		457,365,358				-		457,365,358		-		-								-						-		457,365,358		-		-								-

		6141		委託検査費（原価）		309,672,052		3.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		309,672,052						309,672,052		-		-								-								309,672,052		-		-								-

		6142		出張検査費（原価）		21,326,473		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21,326,473						21,326,473		-		-								-								21,326,473		-		-								-

		6143		委託保守費（原価）		267,457,018		2.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		267,457,018						267,457,018		-		-								-								267,457,018		-		-								-

		6144		業務委託費（原価）		1,183,284,211		11.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,183,284,211						1,183,284,211		-		-								-								1,183,284,211		-		-								-

		6145		検査員給料手当（原価）		3,093,185		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,093,185						3,093,185		-		-								-								3,093,185		-		-								-

		6140		外注費（原価）		1,784,832,939		17.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,784,832,939				-		1,784,832,939		-		-								-						-		1,784,832,939		-		-								-

		6161		機器回線使用料（原価）		244,182,306		2.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		244,182,306						244,182,306		-		-								-								244,182,306		-		-								-

		6162		データ中継費（原価）		591,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		591,000						591,000		-		-								-								591,000		-		-								-

		6163		リース原価（原価）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		6164		ドキュメント費（原価）		5,787,690		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,787,690						5,787,690		-		-								-								5,787,690		-		-								-

		6165		カタログ作製費（原価）		13,280,564		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13,280,564						13,280,564		-		-								-								13,280,564		-		-								-

		6166		物流費（原価）		106,439,911		1.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		106,439,911						106,439,911		-		-								-								106,439,911		-		-								-

		6167		賃借料（原価）		142,040,058		1.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		142,040,058						142,040,058		-		-								-								142,040,058		-		-								-

		6168		租税公課（原価）		772,048		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		772,048						772,048		-		-								-								772,048		-		-								-

		6169		図書教育費（原価）		1,284,081		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,284,081						1,284,081		-		-								-								1,284,081		-		-								-

		6170		通信費（原価）		48,422,767		0.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48,422,767						48,422,767		-		-								-								48,422,767		-		-								-

		6171		車輌費（原価）		880,351		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		880,351						880,351		-		-								-								880,351		-		-								-

		6172		水道光熱費（原価）		5,708,272		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,708,272						5,708,272		-		-								-								5,708,272		-		-								-

		6173		消耗器具備品（原価）		30,796,620		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		30,796,620						30,796,620		-		-								-								30,796,620		-		-								-

		6174		事務消耗品（原価）		453,863		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		453,863						453,863		-		-								-								453,863		-		-								-

		6175		旅費交通費（原価）		44,282,974		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		44,282,974						44,282,974		-		-								-								44,282,974		-		-								-

		6176		交際費（原価）		1,547		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,547						1,547		-		-								-								1,547		-		-								-

		6177		減価償却費（原価）		171,415,566		1.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		171,415,566						171,415,566		-		-								-								171,415,566		-		-								-

		6178		リース費（原価）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		6179		諸会費（原価）		200,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		200,000						200,000		-		-								-								200,000		-		-								-

		6180		保険料（原価）		230,125		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		230,125						230,125		-		-								-								230,125		-		-								-

		6181		保守料（原価）		3,041,639		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,041,639						3,041,639		-		-								-								3,041,639		-		-								-

		6182		会議費（原価）		467,587		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		467,587						467,587		-		-								-								467,587		-		-								-

		6183		支払手数料（原価）		2,710		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,710						2,710		-		-								-								2,710		-		-								-

		6184		雑費（原価）		23,554,779		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		23,554,779						23,554,779		-		-								-								23,554,779		-		-								-

		6160		経費（原価）		843,836,458		8.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		843,836,458				-		843,836,458		-		-								-						-		843,836,458		-		-								-

		6100		情報原価		3,086,034,755		30.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,086,034,755				-		3,086,034,755		-		-								-						-		3,086,034,755		-		-								-

		6211		商品機器売上原価		515,823,315		5.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		515,823,315						515,823,315		-		-								-								515,823,315		-		-								-

		6200		商品機器売上原価		515,823,315		5.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		515,823,315				-		515,823,315		-		-								-						-		515,823,315		-		-								-

		6000		売上原価		3,601,858,070		35.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,601,858,070				-		3,601,858,070		-		売上原価		PL2		PL		売上原価		3,601,858,070						-		3,601,858,070		-		売上原価		PL2		PL		売上原価		3,601,858,070

		100		売上総利益		6,427,397,559		64.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,427,397,559				-		6,427,397,559		-		売上総利益		PL3		PL		売上総利益		6,427,397,559		O.K.				-		6,427,397,559		-		売上総利益		PL3		PL		売上総利益		6,427,397,559		O.K.

		7111		販売促進費		140,433,510		1.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,916,398		-		-		-		-		-		-		-		-		-		145,349,908						145,349,908		3.2%		その他SGA								-								145,349,908		3.2%		その他SGA								-

		7112		販売手数料		110,593,550		1.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		110,593,550						110,593,550		2.4%		その他SGA								-								110,593,550		2.4%		その他SGA								-

		7113		保管管理費		4,874,408		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,874,408						4,874,408		0.1%		その他SGA								-								4,874,408		0.1%		その他SGA								-

		7114		荷造運搬費		602,904		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		602,904						602,904		0.0%		その他SGA								-								602,904		0.0%		その他SGA								-

		7115		広告宣伝費		79,575,966		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		79,575,966						79,575,966		1.7%		その他SGA								-								79,575,966		1.7%		その他SGA								-

		7116		支払補償費		19,795,216		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,795,216						19,795,216		0.4%		その他SGA								-								19,795,216		0.4%		その他SGA								-

		7117		貸倒引当金繰入額		▲ 2,572,751		▲ 0.0%		-		-		-		-		-		-		▲ 120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 2,692,751						▲ 2,692,751		▲ 0.1%		貸倒引当金繰入額		SGA1		SGA		貸倒引当金繰入額		▲ 2,692,751								▲ 2,692,751		▲ 0.1%		貸倒引当金繰入額		SGA1		SGA		貸倒引当金繰入額		▲ 2,692,751

		7118		貸倒損失		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他SGA								-								-		-		その他SGA								-

		7119		保守費		32,497,070		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32,497,070						32,497,070		0.7%		その他SGA								-								32,497,070		0.7%		その他SGA								-

		7120		業務委託費		352,912,531		3.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		352,912,531						352,912,531		7.8%		その他SGA								-								352,912,531		7.8%		その他SGA								-

		7110		販売費		738,712,404		7.4%		-		-		-		-		-		-		▲ 120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4,916,398		-		-		-		-		-		-		-		-		-		743,508,802				-		743,508,802		16.3%		-								-						-		743,508,802		16.3%		-								-

		7131		役員報酬		131,160,372		1.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		16,999,998		-		-		-		-		-		-		148,160,370						148,160,370		3.3%		その他SGA								-								148,160,370		3.3%		その他SGA								-

		7132		給料手当		1,274,338,498		12.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 16,999,998		-		-		-		-		-		-		1,257,338,500						1,257,338,500		27.6%		給料手当		SGA2		SGA		給料手当		1,257,338,500								1,257,338,500		27.6%		給料手当		SGA2		SGA		給料手当		1,257,338,500

		7133		賞与手当		280,522,547		2.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		280,522,547						280,522,547		6.2%		その他SGA								-								280,522,547		6.2%		その他SGA								-

		7134		賞与引当金繰入額		84,919,192		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		84,919,192						84,919,192		1.9%		賞与引当金繰入額		SGA3		SGA		賞与引当金繰入額		84,919,192								84,919,192		1.9%		賞与引当金繰入額		SGA3		SGA		賞与引当金繰入額		84,919,192

		7135		退職給付費用		20,119,182		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20,119,182				71,728,629		91,847,811		2.0%		退職給付費用		SGA4		SGA		退職給付費用		91,847,811						71,728,629		91,847,811		2.0%		退職給付費用		SGA4		SGA		退職給付費用		91,847,811

		7136		退職給付引当金繰入額		71,728,629		0.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		71,728,629				▲ 71,728,629		-		-		その他SGA								-						▲ 71,728,629		-		-		その他SGA								-

		7137		役員退職慰労引当金繰入額		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他SGA								-								-		-		その他SGA								-

		7138		雑給		145,547,628		1.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		145,547,628						145,547,628		3.2%		その他SGA								-								145,547,628		3.2%		その他SGA								-

		7139		法定福利費		288,540,453		2.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		288,540,453						288,540,453		6.3%		その他SGA								-								288,540,453		6.3%		その他SGA								-

		7140		福利厚生費		64,587,076		0.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		64,587,076						64,587,076		1.4%		その他SGA								-								64,587,076		1.4%		その他SGA								-

		7141		賃借料		217,228,865		2.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		217,228,865						217,228,865		4.8%		その他SGA								-								217,228,865		4.8%		その他SGA								-

		7142		租税公課		60,539,599		0.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60,539,599						60,539,599		1.3%		その他SGA								-								60,539,599		1.3%		その他SGA								-

		7143		修繕費		571,202		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		830,973		-		-		-		-		1,402,175						1,402,175		0.0%		その他SGA								-								1,402,175		0.0%		その他SGA								-

		7144		図書教育費		13,106,850		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13,106,850						13,106,850		0.3%		その他SGA								-								13,106,850		0.3%		その他SGA								-

		7145		通信費		83,630,147		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		83,630,147						83,630,147		1.8%		その他SGA								-								83,630,147		1.8%		その他SGA								-

		7146		車輌費		39,967,266		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		39,967,266						39,967,266		0.9%		その他SGA								-								39,967,266		0.9%		その他SGA								-

		7147		水道光熱費		12,884,541		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		12,884,541						12,884,541		0.3%		その他SGA								-								12,884,541		0.3%		その他SGA								-

		7148		消耗品備品		36,410,717		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,410,717						36,410,717		0.8%		その他SGA								-								36,410,717		0.8%		その他SGA								-

		7149		事務消耗品		1,498,007		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,498,007						1,498,007		0.0%		その他SGA								-								1,498,007		0.0%		その他SGA								-

		7150		旅費交通費		122,590,842		1.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		122,590,842						122,590,842		2.7%		その他SGA								-								122,590,842		2.7%		その他SGA								-

		7151		交際費		26,248,875		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26,248,875						26,248,875		0.6%		その他SGA								-								26,248,875		0.6%		その他SGA								-

		7152		減価償却費		60,231,405		0.6%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60,231,405						60,231,405		1.3%		その他SGA								-								60,231,405		1.3%		その他SGA								-

		7153		リース費		17,028,722		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17,028,722						17,028,722		0.4%		その他SGA								-								17,028,722		0.4%		その他SGA								-

		7154		諸会費		7,862,002		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,862,002						7,862,002		0.2%		その他SGA								-								7,862,002		0.2%		その他SGA								-

		7155		保険料		13,293,821		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13,293,821						13,293,821		0.3%		その他SGA								-								13,293,821		0.3%		その他SGA								-

		7156		保守料		32,514,272		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32,514,272						32,514,272		0.7%		その他SGA								-								32,514,272		0.7%		その他SGA								-

		7157		会議費		10,398,689		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,398,689						10,398,689		0.2%		その他SGA								-								10,398,689		0.2%		その他SGA								-

		7158		社員募集費		22,715,372		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22,715,372						22,715,372		0.5%		その他SGA								-								22,715,372		0.5%		その他SGA								-

		7159		支払手数料		105,076,399		1.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		105,076,399						105,076,399		2.3%		その他SGA								-								105,076,399		2.3%		その他SGA								-

		7160		支払報酬		76,767,865		0.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		76,767,865						76,767,865		1.7%		その他SGA								-								76,767,865		1.7%		その他SGA								-

		7161		研究開発費		734,500		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		734,500						734,500		0.0%		その他SGA								-								734,500		0.0%		その他SGA								-

		7162		雑費		9,649,915		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,649,915						9,649,915		0.2%		その他SGA								-								9,649,915		0.2%		その他SGA								-

		7163		のれん償却		480,776,725		4.8%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		480,776,725						480,776,725		10.6%		その他SGA								-								480,776,725		10.6%		のれん償却		SGA5		SGA		のれん償却		480,776,725

		-		ポイント引当金繰入額 ヒキアテ キン クリイレ ガク		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 4,916,398		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 4,916,398						▲ 4,916,398		▲ 0.1%		ポイント引当金繰入額		SGA5		SGA		ポイント引当金繰入額		▲ 4,916,398								▲ 4,916,398		▲ 0.1%		ポイント引当金繰入額		SGA6		SGA		ポイント引当金繰入額		▲ 4,916,398

		7130		一般管理費		3,813,190,175		38.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 4,916,398		-		-		-		-		830,973		-		-		-		-		3,809,104,750				-		3,809,104,750		83.7%		-								-						-		3,809,104,750		83.7%		-								-

		-		その他SGA タ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他SGA		SGA6		SGA		その他SGA		3,126,117,198								-		-		その他SGA		SGA7		SGA		その他SGA		2,645,340,473

		7100		販売費及び一般管理費		4,551,902,579		45.4%		-		-		-		-		-		-		▲ 120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		830,973		-		-		-		-		4,552,613,552				-		4,552,613,552		100.0%		販売費及び一般管理費		PL4		PL		販売費及び一般管理費		4,552,613,552		O.K.				-		4,552,613,552		100.0%		販売費及び一般管理費		PL4		PL		販売費及び一般管理費		4,552,613,552		O.K.

		200		営業利益		1,875,494,980		18.7%		-		-		-		-		-		-		120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 830,973		-		-		-		-		1,874,784,007				-		1,874,784,007		-		営業利益		PL5		PL		営業利益		1,874,784,007		O.K.				-		1,874,784,007		41.2%		営業利益		PL5		PL		営業利益		1,874,784,007		O.K.

		8111		受取利息		3,899,195		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,899,195						3,899,195		4.3%		受取利息		PL6		PL		受取利息		3,899,195								3,899,195		4.3%		受取利息		PL6		PL		受取利息		3,899,195

		8112		配当金		27,707,900		0.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27,707,900						27,707,900		30.7%		受取配当金		PL7		PL		受取配当金		27,707,900								27,707,900		30.7%		受取配当金		PL7		PL		受取配当金		27,707,900

		8113		為替差益		▲ 6,257,694		▲ 0.1%		-		-		-		-		-		-		1,659,962		4,597,732		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外収益								-								-		-		その他営業外収益								-

		8114		持分法投資損益（益）		39,501,492		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		39,501,492						39,501,492		43.8%		持分法投資損益（益）		PL8		PL		持分法投資損益（益）		39,501,492								39,501,492		43.8%		持分法投資損益（益）		PL8		PL		持分法投資損益（益）		39,501,492

		-		貸倒引当金戻入益（営業外） カシダオレ ヒキアテ キン エイギョウガイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外収益								-								-		-		その他営業外収益								-

		-		解約返戻金収入 カイヤク ヘンレイキン シュウニュウ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外収益								-								-		-		その他営業外収益								-

		8199		その他営業外収益		20,723,474		0.2%		-		-		-		-		-		-		▲ 1,659,962		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		19,063,512		AUC 転貸収入等 テンタイ シュウニュウ トウ				19,063,512		21.1%		その他営業外収益		PL9		PL		その他営業外収益		19,063,512								19,063,512		21.1%		その他営業外収益		PL9		PL		その他営業外収益		19,063,512

		8110		営業外収益		85,574,367		0.9%		-		-		-		-		-		-		-		4,597,732		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		90,172,099				-		90,172,099		100.0%		営業外収益		PL10		PL		営業外収益		90,172,099		O.K.				-		90,172,099		100.0%		営業外収益		PL10		PL		営業外収益		90,172,099		O.K.

		8211		支払利息割引料		2,859,216		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,859,216						2,859,216		6.9%		支払利息		PL11		PL		支払利息		2,859,216								2,859,216		6.9%		その他営業外費用								-

		8212		為替差損		-		-		-		-		-		-		-		-		31,958,391		4,597,732		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,556,123						36,556,123		88.7%		為替差損		PL12		PL		為替差損		36,556,123								36,556,123		88.7%		為替差損		PL11		PL		為替差損		36,556,123

		8213		持分法投資損益（損）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外費用								-								-		-		その他営業外費用								-

		8124		貸倒引当金繰入額（営業外）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外費用								-								-		-		貸倒引当金繰入額（営業外）		PL12		PL		貸倒引当金繰入額（営業外）		-

		-		関係会社清算損（営業外） カンケイ ガイシャ セイサン ソン エイギョウガイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他営業外費用								-								-		-		その他営業外費用								-

		8299		その他営業外費用		33,763,759		0.3%		-		-		-		-		-		-		▲ 31,958,391		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,805,368						1,805,368		4.4%		その他営業外費用		PL13		PL		その他営業外費用		1,805,368								1,805,368		4.4%		その他営業外費用		PL13		PL		その他営業外費用		4,664,584

		8210		営業外費用		36,622,975		0.4%		-		-		-		-		-		-		-		4,597,732		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		41,220,707				-		41,220,707		100.0%		営業外費用		PL14		PL		営業外費用		41,220,707		O.K.				-		41,220,707		100.0%		営業外費用		PL14		PL		営業外費用		41,220,707		O.K.

		300		経常利益		1,924,446,372		19.2%		-		-		-		-		-		-		120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 830,973		-		-		-		-		1,923,735,399				-		1,923,735,399		-		経常利益		PL15		PL		経常利益		1,923,735,399		O.K.				-		1,923,735,399		-		経常利益		PL15		PL		経常利益		1,923,735,399		O.K.

		8311		固定資産売却益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		8312		投資有価証券売却益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		8313		関係会社株式売却益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		8314		貸倒引当金戻入益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		-		段階取得に係る差益 ダンカイ シュトク カカ サエキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		8399		その他特別利益		120,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		▲ 120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-								-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-

		8310		特別利益		120,000		0.0%		-		-		-		-		-		-		▲ 120,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		O.K.				-		-		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-		O.K.

		8411		投資有価証券評価損		2,586,937		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 2,202,548		-		-		-		-		-		-		-		384,389						384,389		1.6%		その他特別損失								-								384,389		1.6%		投資有価証券評価損		PL16		PL		投資有価証券評価損		384,389

		8412		投資有価証券売却損		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		8413		関係会社株式評価損		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,202,548		-		-		-		-		-		-		-		2,202,548						2,202,548		9.2%		その他特別損失								-								2,202,548		9.2%		関係会社株式評価損		PL17		PL		関係会社株式評価損		2,202,548

		-		関係会社出資金評価損 カンケイ ガイシャ シュッシキン ヒョウカ ソン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		8414		関係会社株式売却損		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		8415		固定資産除売却損		14,110,000		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14,110,000				7,177,670		21,287,670		89.2%		固定資産除売却損		PL16		PL		固定資産除売却損		21,287,670								14,110,000		59.1%		固定資産除売却損		PL18		PL		固定資産除売却損		14,110,000

		8416		役員退職慰労金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		8417		固定資産除却損		7,177,670		0.1%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,177,670				▲ 7,177,670		-		-		その他特別損失								-								7,177,670		30.1%		固定資産除却損		PL19		PL		固定資産除却損		7,177,670

		8418		厚生年金基金脱退損		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		-		関係会社清算損 カンケイ ガイシャ セイサン ソン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		その他特別損失								-

		8419		退職給付会計基準変更		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失								-								-		-		退職給付費用（特損）		PL20		PL		退職給付費用（特損）		-

		8499		その他特別損失		830,973		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 830,973		-		-		-		-		-						-		-		その他特別損失		PL17		PL		その他特別損失		2,586,937								-		-		その他特別損失		PL21		PL		その他特別損失		-

		8410		特別損失		24,705,580		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 830,973		-		-		-		-		23,874,607				-		23,874,607		100.0%		特別損失		PL18		PL		特別損失		23,874,607		O.K.				-		23,874,607		100.0%		特別損失		PL22		PL		特別損失		23,874,607		O.K.

		400		税金等調整前当期純利益		1,899,860,792		18.9%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,899,860,792				-		1,899,860,792		-		税金等調整前四半期純利益		PL19		PL		税金等調整前四半期純利益		1,899,860,792		O.K.				-		1,899,860,792		-		税金等調整前当期純利益		PL23		PL		税金等調整前当期純利益		1,899,860,792		O.K.

		8511		法人税、住民税及び事業税		828,946,704		8.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		828,946,704						828,946,704		43.6%		法人税、住民税及び事業税		PL20		PL		法人税、住民税及び事業税		828,946,704								828,946,704		43.6%		法人税、住民税及び事業税		PL24		PL		法人税、住民税及び事業税		828,946,704

		8512		法人税等追徴税額		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						-		-		-								-								-		-		-								-

		8513		法人税等調整額		1,039,945		0.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,039,945						1,039,945		0.1%		法人税等調整額		PL21		PL		法人税等調整額		1,039,945								1,039,945		0.1%		法人税等調整額		PL25		PL		法人税等調整額		1,039,945

		8510		法人税等 計		829,986,649		8.3%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		829,986,649				-		829,986,649		43.7%		法人税等 計		PL22		PL		法人税等 計		829,986,649		O.K.				-		829,986,649		43.7%		法人税等 計		PL26		PL		法人税等 計		829,986,649		O.K.

		450		少数株主損益調整前当期純利益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,069,874,143		10.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,069,874,143				-		1,069,874,143		-		四半期純利益		PL23		PL		四半期純利益		1,069,874,143		O.K.				-		1,069,874,143		-		当期純利益		PL27		PL		当期純利益		1,069,874,143		O.K.

		8611		少数株主損益		22,415,054		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22,415,054						22,415,054		2.1%		非支配株主に帰属する四半期純利益		PL24		PL		非支配株主に帰属する四半期純利益		22,415,054								22,415,054		2.1%		非支配株主に帰属する当期純利益		PL28		PL		非支配株主に帰属する当期純利益		22,415,054

		8610		少数株主損益 計 ケイ		22,415,054		0.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22,415,054						22,415,054		2.1%		-								-								22,415,054		2.1%		-								-

		500		当期純利益		1,047,459,089		10.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,047,459,089				-		1,047,459,089		-		親会社株主に帰属する四半期純利益		PL25		PL		親会社株主に帰属する四半期純利益		1,047,459,089		O.K.				-		1,047,459,089		-		親会社株主に帰属する当期純利益		PL29		PL		親会社株主に帰属する当期純利益		1,047,459,089		O.K.

																																																																						-



		●連結株主資本等変動計算書 レンケツ カブヌシ シホン トウ ヘンドウ ケイサンショ

		コード		項目 コウモク		連結修正仕訳計上後 レンケツ シュウセイ シワケ ケイジョウ ゴ				AMDの期首剰余金調整額の組替 キシュ ジョウヨキン チョウセイ ガク クミカエ																																																												修正後 シュウセイ ゴ

		9211		資本金期首残高		138,788,800																																																																138,788,800

		9212		(資本)増資による新株の発行		1,455,729,000																																																																1,455,729,000

		9213		(資本)無償減資		-																																																																-

		9214		(資本)資本準備金の資本組入		-																																																																-

		9216		(資本)企業結合		-																																																																-

		9215		(資本)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9241		資本金期末残高		1,594,517,800				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,594,517,800

		9251		資本剰余金期首残高		5,665,384,945																																																																5,665,384,945

		9252		(資剰)増資による新株の発行		-																																																																-

		9253		(資剰)自己株式処分差益		1,019,467,500																																																																1,019,467,500

		9254		(資剰)資本金の減少差益		-																																																																-

		9255		(資剰)資本準備金の資本組入		-																																																																-

		9256		(資剰)その他資本剰余金の処分による配当		-																																																																-

		9257		(資剰)自己株式処分差損		-																																																																-

		9258		(資剰)自己株式消却		-																																																																-

		9259		(資剰)企業結合		-																																																																-

		9260		(資剰)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9261		(資剰)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9291		資本剰余金期末残高		6,684,852,445				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,684,852,445

		9311		利益剰余金期首残高		6,397,559,047																																																																6,397,559,047

		9322		(利剰)期首残高調整		-				-																																																												-

		9312		(利剰)無償減資		-																																																																-

		9313		(利剰)評価差額振替額		-																																																																-

		9314		(利剰)配当金		-																																																																-

		9315		(利剰)役員賞与		-																																																																-

		9316		(利剰)自己株式処分差損		-																																																																-

		9317		(利剰)自己株式消却		-																																																																-

		9318		(利剰)企業結合		-																																																																-

		9321		(利剰)企業結合(取得後)		-																																																																-

		9319		(利剰)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9320		(利剰)関係変更に伴う変動		-				-																																																												-		新規連結に伴う増加 シンキ レンケツ トモナ ゾウカ

		9331		(利剰)当期純利益		1,047,459,089																																																																1,047,459,089

		9341		利益剰余金期末残高		7,445,018,136				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7,445,018,136

		9351		自己株式期首残高		▲ 515,032,500																																																																▲ 515,032,500

		9352		自己株式取得		-																																																																-

		9353		自己株式処分		515,032,500																																																																515,032,500

		9354		自己株式消却		-																																																																-

		9355		関係変更に伴う変動（自己株式）		-																																																																-

		9391		自己株式期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9411		子会社の保有する親会社株式期首残高		-																																																																-

		9412		子会社の保有する親会社株式の増減		-																																																																-

		9441		子会社の保有する親会社株式期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9451		その他有価証券評価差額金期首残高		318,595,572																																																																318,595,572

		9452		(有評)発生による増減		50,050,732																																																																50,050,732		株主資本以外の当期変動額 カブヌシ シホン イガイ トウキ ヘンドウ ガク

		9455		(有評)その他有価証券売却による増減		-																																																																-

		9456		(有評)増減にかかる税効果		-																																																																-

		9457		(有評)持分法適用会社に対する持分相当額		-																																																																-

		9453		(有評)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9454		(有評)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9491		その他有価証券評価差額金期末残高		368,646,304				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		368,646,304

		9511		繰延ヘッジ損益期首残高		-																																																																-

		9512		(繰へ)発生による増減		-																																																																-

		9516		(繰へ)増減にかかる税効果		-																																																																-

		9517		(繰へ)持分法適用会社に対する持分相当額		-																																																																-

		9513		(繰へ)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9514		(繰へ)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9541		繰延ヘッジ損益期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9551		土地再評価差額金期首残高		-																																																																-

		9552		(再評)増減		-																																																																-

		9557		(再評)持分法適用会社に対する持分相当額		-																																																																-

		9553		(再評)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9554		(再評)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9591		土地再評価差額金期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9611		評価差額期首残高		-																																																																-

		9612		(評価)増減		-																																																																-

		9613		(評価)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9614		(評価)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9641		評価差額期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9651		為替換算調整勘定期首残高		31,549,561																																																																31,549,561

		9652		(為替)増減		▲ 9,605,079																																																																▲ 9,605,079		株主資本以外の当期変動額 カブヌシ シホン イガイ トウキ ヘンドウ ガク

		9657		(為替)持分法適用会社に対する持分相当額		-																																																																-

		9653		(為替)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9654		(為替)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9691		為替換算調整勘定期末残高		21,944,482				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		21,944,482

		9811		退職給付に係る調整累計額期首残高		-																																																																-

		9812		(退給)発生による増減		▲ 27,542,943																																																																▲ 27,542,943		株主資本以外の当期変動額 カブヌシ シホン イガイ トウキ ヘンドウ ガク

		9818		(退給)会計方針変更による増減(期末)		-																																																																-

		9891		退職給付に係る調整累計額期末残高		▲ 27,542,943				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		▲ 27,542,943

		9711		新株予約権期首残高		-																																																																-

		9712		新株予約権の増減		-																																																																-

		9713		新株予約権期末残高		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		9751		少数株主持分期首残高		133,267,663																																																																133,267,663

		9752		(少持)配当金計上に伴う増減		-																																																																-

		9773		(少持)配当金計上に伴う増減(間接所有)		-																																																																-

		9754		(少持)役員賞与計上に伴う増減		-																																																																-

		9755		(少持)当期純利益計上に伴う増減		22,415,054																																																																22,415,054

		9756		(少持)自己株式の取得に伴う増減		-																																																																-

		9757		(少持)自己株式の処分に伴う増減		-																																																																-

		9758		(少持)自己株式の消却に伴う増減		-																																																																-

		9759		(少持)子会社の保有する親会社株式の増減		-																																																																-

		9760		(少持・有評)発生による増減		-																																																																-

		9761		(少持・繰へ)発生による増減		-																																																																-

		9762		(少持)土地再評価差額金にかかる増減		-																																																																-

		9763		(少持)為替換算調整勘定にかかる増減		-																																																																-

		9764		(少持)増資による新株の発行に伴う増減		-																																																																-

		9768		(少持)無償減資		-																																																																-

		9765		(少持)企業結合に伴う増減		-																																																																-

		9769		(少持)企業結合に伴う増減(取得後)		-																																																																-

		9766		(少持)資本移動に伴う変動		-																																																																-

		9767		(少持)関係変更に伴う変動		-																																																																-

		9771		少数株主にかかるその他包括利益		-																																																																-

		9772		少数株主にかかるその他包括利益（控除）		-																																																																-

		9774		(少持・有評)売却による増減		-																																																																-

		9775		(少持・有評)増減にかかる税効果		-																																																																-

		9776		(少持・繰へ)増減にかかる税効果		-																																																																-

		9791		少数株主持分期末残高		155,682,717				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		155,682,717
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		決算期別情報＞連結＞連結財務諸表>開示ベース>連結損益計算書 ケッサン キ ベツ ジョウホウ レンケツ レンケツ ザイム ショヒョウ カイジ レンケツ ソンエキ ケイサンショ

		勘定科目ID		勘定科目名		金額		借方		貸方		振替後金額		構成比		開示科目ID		開示科目名		独立掲記		量的基準		除外		金額		構成比		集約		金額（集約後）		構成比（集約後）

																K20000000#		連結損益計算書																

		5111		ＡＡ収入		10,600,547,157		0		0		10,600,547,157		54.615		K21010000#		　売上高						0		19,409,333,831		100.000		0		19,409,333,831		100.000

		5112		情報収入		7,197,115,305		0		0		7,197,115,305		37.080

		5211		商品機器売上高		1,611,671,369		0		0		1,611,671,369		8.303

		6111		給料手当（原価）		636,688,684		0		0		636,688,684		8.794		K22010000#		　売上原価						0		7,239,870,863		100.000		0		7,239,870,863		100.000

		6112		賞与手当（原価）		44,409,770		0		0		44,409,770		0.613

		6113		賞与引当金繰入額（原価）		40,053,932		0		0		40,053,932		0.553

		6114		退職給付費用（原価）		3,635,000		0		0		3,635,000		0.050

		6115		退職給付引当金繰入（原価）		20,920,035		0		0		20,920,035		0.288

		6116		雑給（原価）		38,641,780		0		0		38,641,780		0.533

		6117		法定福利費（原価）		104,887,323		0		0		104,887,323		1.448

		6118		福利厚生費（原価）		9,484,481		0		0		9,484,481		0.131

		6141		委託検査費（原価）		621,192,062		0		0		621,192,062		8.580

		6142		出張検査費（原価）		42,412,067		0		0		42,412,067		0.585

		6143		委託保守費（原価）		473,249,698		0		0		473,249,698		6.536

		6144		業務委託費（原価）		2,401,898,307		0		0		2,401,898,307		33.175

		6145		検査員給料手当（原価）		3,093,185		0		0		3,093,185		0.042

		6161		機器回線使用料（原価）		490,729,506		0		0		490,729,506		6.778

		6162		データ中継費（原価）		1,182,000		0		0		1,182,000		0.016

		6163		リース原価（原価）		0		0		0		0		0.000

		6164		ドキュメント費（原価）		11,811,138		0		0		11,811,138		0.163

		6165		カタログ作製費（原価）		25,792,814		0		0		25,792,814		0.356

		6166		物流費（原価）		214,948,212		0		0		214,948,212		2.968

		6167		賃借料（原価）		284,606,705		0		0		284,606,705		3.931

		6168		租税公課（原価）		1,047,700		0		0		1,047,700		0.014

		6169		図書教育費（原価）		1,331,884		0		0		1,331,884		0.018

		6170		通信費（原価）		98,298,935		0		0		98,298,935		1.357

		6171		車輌費（原価）		2,428,358		0		0		2,428,358		0.033

		6172		水道光熱費（原価）		11,154,380		0		0		11,154,380		0.154

		6173		消耗器具備品（原価）		56,279,531		0		0		56,279,531		0.777

		6174		事務消耗品（原価）		876,042		0		0		876,042		0.012

		6175		旅費交通費（原価）		92,167,203		0		0		92,167,203		1.273

		6176		交際費（原価）		22,462		0		0		22,462		0.000

		6177		減価償却費（原価）		372,402,022		0		0		372,402,022		5.143

		6178		リース費（原価）		0		0		0		0		0.000

		6179		諸会費（原価）		200,000		0		0		200,000		0.002

		6180		保険料（原価）		1,433,801		0		0		1,433,801		0.019

		6181		保守料（原価）		6,083,923		0		0		6,083,923		0.084

		6182		会議費（原価）		987,077		0		0		987,077		0.013

		6183		支払手数料（原価）		19,850		0		0		19,850		0.000

		6184		雑費（原価）		18,207,839		732,726		0		18,940,565		0.261

		6211		商品機器売上原価		1,106,560,431		0		0		1,106,560,431		15.284

																K23000000#		　売上総利益						0		12,169,462,968				0		12,169,462,968		

		7111		販売促進費		316,308,996		0		0		316,308,996		3.544		K260Z0000#		　販売費及び一般管理費						0		8,924,075,879		100.000		0		8,924,075,879		100.000

		7111F1		ポイント引当金繰入額		0		13,740,805		61,210,174		-47,469,369		-0.531

		7112		販売手数料		202,077,970		0		13,740,805		188,337,165		2.110

		7113		保管管理費		9,751,662		0		0		9,751,662		0.109

		7114		荷造運搬費		815,411		0		0		815,411		0.009

		7115		広告宣伝費		138,264,204		0		0		138,264,204		1.549

		7116		支払補償費		44,083,240		0		0		44,083,240		0.493

		7117		貸倒引当金繰入額		2,789,728		0		829,165		1,960,563		0.021

		7118		貸倒損失		0		0		0		0		0.000

		7119		保守費		57,050,141		0		0		57,050,141		0.639

		7120		業務委託費		627,110,692		0		0		627,110,692		7.027

		7131		役員報酬		305,732,838		14,400,000		0		320,132,838		3.587

		7132		給料手当		2,533,056,905		0		14,400,000		2,518,656,905		28.223

		7133		賞与手当		606,168,686		0		0		606,168,686		6.792

		7134		賞与引当金繰入額		147,206,722		0		0		147,206,722		1.649

		7135		退職給付費用		42,290,360		0		0		42,290,360		0.473

		7136		退職給付引当金繰入額		138,316,131		0		0		138,316,131		1.549

		7137		役員退職慰労引当金繰入額		4,500,000		0		0		4,500,000		0.050

		7138		雑給		291,069,387		0		0		291,069,387		3.261

		7139		法定福利費		589,932,047		0		0		589,932,047		6.610

		7140		福利厚生費		122,368,167		0		0		122,368,167		1.371

		7141		賃借料		424,727,466		0		0		424,727,466		4.759

		7142		租税公課		111,048,842		0		0		111,048,842		1.244

		7143		修繕費		2,808,037		4,131,369		0		6,939,406		0.077

		7144		図書教育費		27,877,228		0		0		27,877,228		0.312

		7145		通信費		192,093,051		0		0		192,093,051		2.152

		7146		車輌費		83,735,181		0		0		83,735,181		0.938

		7147		水道光熱費		27,072,521		0		0		27,072,521		0.303

		7148		消耗品備品		61,202,137		0		0		61,202,137		0.685

		7149		事務消耗品		2,903,224		0		0		2,903,224		0.032

		7150		旅費交通費		226,212,718		0		0		226,212,718		2.534

		7151		交際費		48,841,450		0		0		48,841,450		0.547

		7152		減価償却費		118,493,480		0		0		118,493,480		1.327

		7153		リース費		33,735,260		0		0		33,735,260		0.378

		7154		諸会費		19,552,259		0		0		19,552,259		0.219

		7155		保険料		21,426,897		0		0		21,426,897		0.240

		7156		保守料		65,368,598		0		0		65,368,598		0.732

		7157		会議費		14,186,635		0		0		14,186,635		0.158

		7158		社員募集費		37,954,989		0		0		37,954,989		0.425

		7159		支払手数料		186,463,330		0		0		186,463,330		2.089

		7160		支払報酬		116,162,220		0		0		116,162,220		1.301

		7161		研究開発費		799,300		0		0		799,300		0.008

		7162		雑費		18,872,290		0		0		18,872,290		0.211

		7163		のれん償却		961,553,449		0		0		961,553,449		10.774

																K27000000#		　営業利益						0		3,245,387,089				0		3,245,387,089		

																K28000000#		　営業外収益																

		8111		受取利息		7,900,305		0		0		7,900,305		5.462		K28001000#		　　受取利息		○				0		7,900,305		5.462		0		7,900,305		5.462

		8112		配当金		37,549,900		0		0		37,549,900		25.964		K28003000#		　　受取配当金		○				0		37,549,900		25.964		0		37,549,900		25.964

		8114		持分法投資損益（益）		54,699,371		0		0		54,699,371		37.822		K28006000#		　　持分法による投資利益		○				0		54,699,371		37.822		0		54,699,371		37.822

		8124F1		貸倒引当金戻入益（営業外）		0		0		0		0		0.000		K28090000#		　　その他						0		44,471,075		30.750		0		44,471,075		30.750

		8199		その他営業外収益		46,245,198		1,774,123		0		44,471,075		30.750

																K280Z0000#		　　営業外収益合計						0		144,620,651		100.000		0		144,620,651		100.000

																K29000000#		　営業外費用																

		8211		支払利息割引料		4,400,011		0		0		4,400,011		6.432		K29001000#		　　支払利息		○				0		4,400,011		6.432		0		4,400,011		6.432

		8212		為替差損		0		31,712,211		0		31,712,211		46.363		K29008000#		　　為替差損				10.000		0		31,712,211		46.363		0		31,712,211		46.363

		8124		貸倒引当金繰入額（営業外）		0		30,472,526		0		30,472,526		44.551		K29010000#		　　貸倒引当金繰入額				10.000		0		30,472,526		44.551		0		30,472,526		44.551

		8299		その他営業外費用		60,015,870		0		58,201,906		1,813,964		2.652		K29090000#		　　その他						0		1,813,964		2.652		0		1,813,964		2.652

																K290Z0000#		　　営業外費用合計						0		68,398,712		100.000		0		68,398,712		100.000

																K2A000000#		　経常利益						0		3,321,609,028				0		3,321,609,028		

																K2B000000#		　特別利益																

		8312		投資有価証券売却益		0		0		86,240,000		86,240,000		47.279		K2B004000#		　　投資有価証券売却益		○				0		86,240,000		47.279		0		86,240,000		47.279

		8313		関係会社株式売却益		0		0		95,503,430		95,503,430		52.357		K2B006000#		　　関係会社株式売却益				10.000		0		95,503,430		52.357		0		95,503,430		52.357

		8311		固定資産売却益		652,175		0		9,259		661,434		0.362		K2B090000#		　　その他						0		661,434		0.362		0		661,434		0.362

																K2B0Z0000#		　　特別利益合計						0		182,404,864		100.000		0		182,404,864		100.000

																K2C000000#		　特別損失																

		8415		固定資産除売却損		14,152,430		0		0		14,152,430		8.577		K2C005000#		　　固定資産除却損		○				0		21,791,476		13.206		0		21,791,476		13.206

		8417		固定資産除却損		7,639,046		0		0		7,639,046		4.629

		8413		関係会社株式評価損		0		33,558,598		0		33,558,598		20.338		K2C011000#		　　関係会社株式評価損				10.000		0		33,558,598		20.338		0		33,558,598		20.338

		8420		貸倒引当金繰入額（特別損失）		0		109,057,533		0		109,057,533		66.094		K2C016000#		　　貸倒引当金繰入額				10.000		0		109,057,533		66.094		0		109,057,533		66.094

		8411		投資有価証券評価損		2,586,937		0		2,202,548		384,389		0.232		K2C090000#		　　その他						0		594,278		0.360		0		594,278		0.360

		8412		投資有価証券売却損		0		115,788		0		115,788		0.070

		8421		関係会社出資金売却損		0		94,101		0		94,101		0.057

																K2C0Z0000#		　　特別損失合計						0		165,001,885		100.000		0		165,001,885		100.000

																K2F000000#		　税金等調整前当期純利益						0		3,339,012,007				0		3,339,012,007		

		8511		法人税、住民税及び事業税		1,471,615,904		0		0		1,471,615,904		96.030		K2G001000#		　法人税、住民税及び事業税						0		1,471,615,904		96.030		0		1,471,615,904		96.030

		8513		法人税等調整額		60,830,934		0		0		60,830,934		3.969		K2G002000#		　法人税等調整額						0		60,830,934		3.969		0		60,830,934		3.969

																K2G000000#		　法人税等合計						0		1,532,446,838		100.000		0		1,532,446,838		100.000

																K2H000000#		　当期純利益						0		1,806,565,169				0		1,806,565,169		

		8611		少数株主損益		39,029,352		0		0		39,029,352		-100.000		K2I000000#		　非支配株主に帰属する当期純利益						0		39,029,352				0		39,029,352		

																K2J000000#		　親会社株主に帰属する当期純利益						0		1,767,535,817				0		1,767,535,817		
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DB_AA会場ﾃﾞｰﾀ

		年月 ネンゲツ		開催名		開催回数		出品台数		成約台数		成約率		成約売上   （千円）		平均額（千円）		１回当たり
出品台数		１回当たり
成約台数		１回当たり
売上げ		2017年累計出品台数

		2018"年"1"月"		札幌ＡＡ		3		1,092		668		61.2%		237,683		356		364		223		79,228		1,092

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ札幌		4		8,440		5,674		67.2%		2,670,141		471		⑳ 2,110		1,419		667,535		8,440

		2018"年"1"月"		アライＡＡ仙台		4		1,303		961		73.8%		319,936		333		326		240		79,984		1,303

		2018"年"1"月"		ＣＡＡ東北		4		1,966		1,338		68.1%		221,149		165		492		335		55,287		1,966

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ東北		4		4,523		3,443		76.1%		1,303,705		379		1,131		861		325,926		4,523

		2018"年"1"月"		アライＡＡ小山4輪		3		1,893		1,586		83.8%		312,852		197		631		529		104,284		1,893

		2018"年"1"月"		アライＡＡ小山バントラ		3		11,043		7,026		63.6%		5,917,384		842		⑦ 3,681		2,342		1,972,461		11,043

		2018"年"1"月"		アライAA建機		4		2,042		1,294		63.4%		1,284,991		993		511		324		321,248		2,042

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ新潟		4		3,011		1,305		43.3%		588,084		451		753		326		147,021		3,011

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ群馬		3		3,720		2,657		71.4%		1,061,481		400		1,240		886		353,827		3,720

		2018"年"1"月"		ヒーローＡＡ		4		4,138		2,555		61.7%		656,501		257		1,035		639		164,125		4,138

		2018"年"1"月"		ＭＩＲＩＶＥ		4		11,883		9,491		79.9%		4,381,374		462		⑩ 2,971		2,373		1,095,344		11,883

		2018"年"1"月"		ＪＡＡ		4		10,949		6,697		61.2%		5,304,211		792		⑫ 2,737		1,674		1,326,053		10,949

		2018"年"1"月"		オークネット		4		4,307		1,484		34.5%		1,603,817		1,081		1,077		371		400,954		4,307

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ東京		3		37,569		26,500		70.5%		25,720,817		971		① 12,523		8,833		8,573,606		37,569

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ埼玉		3		3,084		1,931		62.6%		690,988		358		1,028		644		230,329		3,084

		2018"年"1"月"		ＣＡＡ東京		4		7,680		4,753		61.9%		2,315,935		487		1,920		1,188		578,984		7,680

		2018"年"1"月"		アライＡＡベイサイド		4		6,972		5,518		79.1%		2,117,275		384		1,743		1,380		529,319		6,972

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ横浜		4		13,820		9,552		69.1%		7,159,205		749		⑧ 3,455		2,388		1,789,801		13,820

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ静岡		3		5,152		3,633		70.5%		838,384		231		1,717		1,211		279,461		5,152

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ名古屋		3		32,522		19,175		59.0%		20,188,225		1,053		② 10,841		6,392		6,729,408		32,522

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ－Ｒ名古屋		4		9,536		8,328		87.3%		750,739		90		⑮ 2,384		2,082		187,685		9,536

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ北陸		4		742		486		65.5%		123,039		253		186		122		30,760		742

		2018"年"1"月"		ＣＡＡ中部		4		16,514		12,184		73.8%		7,615,854		625		⑥ 4,129		3,046		1,903,964		16,514

		2018"年"1"月"		ＣＡＡ岐阜		4		6,536		3,842		58.8%		1,249,927		325		1,634		961		312,482		6,536

		2018"年"1"月"		京都オートオークション		4		1,746		974		55.8%		204,929		210		437		244		51,232		1,746

		2018"年"1"月"		関西松原ＡＡ		3		6,417		4,607		71.8%		3,147,950		683		⑲ 2,139		1,536		1,049,317		6,417

		2018"年"1"月"		ジップ大阪		3		1,755		1,269		72.3%		2,043,570		1,610		585		423		681,190		1,755

		2018"年"1"月"		ベイオーク		4		7,799		5,415		69.4%		3,878,442		716		1,950		1,354		969,611		7,799

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ大阪		3		7,742		5,193		67.1%		2,947,151		568		⑭ 2,581		1,731		982,384		7,742

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ神戸		4		6,374		3,604		56.5%		2,337,614		649		1,594		901		584,404		6,374

		2018"年"1"月"		ＩＡＡ		4		3,857		2,065		53.5%		233,618		113		964		516		58,405		3,857

		2018"年"1"月"		ＬＡＡ関西		3		6,433		3,902		60.7%		1,414,254		362		⑱ 2,144		1,301		471,418		6,433

		2018"年"1"月"		ＨＡＡ神戸		4		33,937		17,455		51.4%		13,659,453		783		③ 8,484		4,364		3,414,863		33,937

		2018"年"1"月"		ＬＡＡ岡山		3		4,142		2,313		55.8%		635,688		275		1,381		771		211,896		4,142

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ岡山		3		4,415		3,389		76.8%		1,234,331		364		1,472		1,130		411,444		4,415

		2018"年"1"月"		ＬＡＡ四国		4		4,109		1,995		48.6%		534,769		268		1,027		499		133,692		4,109

		2018"年"1"月"		ＫＣＡＡ山口		3		1,620		841		51.9%		323,439		385		540		280		107,813		1,620

		2018"年"1"月"		ＫＣＡＡ福岡		3		4,807		2,033		42.3%		601,350		296		1,602		678		200,450		4,807

		2018"年"1"月"		ＫＣＡＡ南九州		4		4,551		2,106		46.3%		763,600		363		1,138		527		190,900		4,551

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ九州		3		12,658		8,494		67.1%		4,488,747		528		⑤ 4,219		2,831		1,496,249		12,658

		2018"年"1"月"		ＵＳＳ福岡		4		3,478		1,986		57.1%		831,991		419		870		497		207,998		3,478

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ北海道		3		2,690		2,088		77.6%		783,163		375		897		696		261,054		2,690

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ東北		3		4,633		3,750		80.9%		1,490,555		397		1,544		1,250		496,852		4,633

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ関東		3		7,837		6,351		81.0%		3,624,583		571		⑬ 2,612		2,117		1,208,194		7,837

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ横浜		3		10,267		8,909		86.8%		6,395,613		718		⑨ 3,422		2,970		2,131,871		10,267

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ中部		3		7,056		5,993		84.9%		3,098,184		517		⑯ 2,352		1,998		1,032,728		7,056

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ近畿		4		8,942		7,367		82.4%		4,624,437		628		⑰ 2,236		1,842		1,156,109		8,942

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ広島		4		7,329		5,468		74.6%		2,485,169		454		1,832		1,367		621,292		7,329

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ四国		4		3,643		2,981		81.8%		808,879		271		911		745		202,220		3,643

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ九州		4		8,229		6,360		77.3%		3,016,786		474		2,057		1,590		754,197		8,229

		2018"年"1"月"		ＴＡＡ南九州		4		2,184		1,590		72.8%		539,436		339		546		398		134,859		2,184

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ北海道		1		456		304		66.7%		117,344		386		456		304		117,344		456

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ東京		3		2,344		1,910		81.5%		773,309		405		781		637		257,770		2,344

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ名古屋		4		2,048		1,825		89.1%		636,493		349		512		456		159,123		2,048

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ大阪		3		1,512		1,358		89.8%		572,801		422		504		453		190,934		1,512

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ広島		1		261		165		63.2%		49,853		302		261		165		49,853		261

		2018"年"1"月"		ＮＡＡ福岡		4		1,729		1,404		81.2%		448,029		319		432		351		112,007		1,729

		2018"年"1"月"		愛知トヨタ		4		1,920		1,798		93.6%		464,841		259		480		450		116,210		1,920

		2018"年"1"月"		日産大阪		4		1,243		1,068		85.9%		148,637		139		311		267		37,159		1,243

		2018"年"1"月"		広島オートオークション		2		287		185		64.5%		47,678		258		144		93		23,839		287

		2018"年"1"月"		ＳＡＡ浜松		3		1,250		820		65.6%		554,274		676		417		273		184,758		1,250

		2018"年"1"月"		ＳＡＡ中国		1		195		163		83.6%		110,220		676		195		163		110,220		195

		2018"年"1"月"		いすゞモーターＡ幕張		4		2,624		1,487		56.7%		2,087,227		1,404		656		372		521,807		2,624

		2018"年"1"月"		いすゞモーターＡ神戸		3		4,358		2,493		57.2%		3,049,953		1,223		1,453		831		1,016,651		4,358

		2018"年"1"月"		いすゞモーターＡ九州		3		1,152		721		62.6%		558,989		775		384		240		186,330		1,152

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ北海道		4		887		806		90.9%		352,170		437		222		202		88,043		887

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ仙台		4		930		818		88.0%		213,516		261		233		205		53,379		930

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ東京		4		4,726		4,394		93.0%		2,144,750		488		1,182		1,099		536,188		4,726

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ名古屋		4		2,842		2,599		91.4%		1,136,675		437		711		650		284,169		2,842

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ関西		4		4,556		4,280		93.9%		2,527,928		591		1,139		1,070		631,982		4,556

		2018"年"1"月"		ホンダＡＡ九州		4		1,913		1,817		95.0%		510,729		281		478		454		127,682		1,913

		2018"年"1"月"		札幌		3		1,811		906		50.0%		302,598		334		604		302		100,866		1,811

		2018"年"1"月"		帯広		3		113		72		63.7%		21,338		296		38		24		7,113		113

		2018"年"1"月"		釧路		3		160		69		43.1%		24,385		353		53		23		8,128		160

		2018"年"1"月"		函館		3		294		140		47.6%		43,895		314		98		47		14,632		294

		2018"年"1"月"		室蘭		3		56		17		30.4%		2,878		169		19		6		959		56

		2018"年"1"月"		旭川		3		61		35		57.4%		9,553		273		20		12		3,184		61

		2018"年"1"月"		北見		3		132		70		53.0%		18,266		261		44		23		6,089		132

		2018"年"1"月"		青森		1		128		102		79.7%		11,948		117		128		102		11,948		128

		2018"年"1"月"		岩手		未開催						

		2018"年"1"月"		秋田		3		525		399		76.0%		17,801		45		175		133		5,934		525

		2018"年"1"月"		宮城		3		5,395		3,997		74.1%		1,068,801		267		1,798		1,332		356,267		5,395

		2018"年"1"月"		山形		2		233		112		48.1%		18,762		168		117		56		9,381		233

		2018"年"1"月"		福島		3		2,656		1,841		69.3%		392,187		213		885		614		130,729		2,656

		2018"年"1"月"		栃木		3		2,030		732		36.1%		267,413		365		677		244		89,138		2,030

		2018"年"1"月"		新潟		3		1,802		1,148		63.7%		197,745		172		601		383		65,915		1,802

		2018"年"1"月"		群馬		3		2,234		1,352		60.5%		362,988		268		745		451		120,996		2,234

		2018"年"1"月"		茨城		4		2,188		1,454		66.5%		301,421		207		547		364		75,355		2,188

		2018"年"1"月"		千葉		3		3,301		2,325		70.4%		519,410		223		1,100		775		173,137		3,301

		2018"年"1"月"		埼玉		4		7,278		4,389		60.3%		2,554,891		582		1,820		1,097		638,723		7,278

		2018"年"1"月"		東京		4		4,909		3,354		68.3%		626,966		187		1,227		839		156,742		4,909

		2018"年"1"月"		神奈川		3		1,717		883		51.4%		260,008		294		572		294		86,669		1,717

		2018"年"1"月"		山梨		4		261		124		47.5%		9,626		78		65		31		2,407		261

		2018"年"1"月"		長野		4		1,277		562		44.0%		101,259		180		319		141		25,315		1,277

		2018"年"1"月"		静岡		4		3,411		1,826		53.5%		326,803		179		853		457		81,701		3,411

		2018"年"1"月"		愛知		3		8,638		6,794		78.7%		1,946,704		287		⑪ 2,879		2,265		648,901		8,638

		2018"年"1"月"		岐阜		3		14,009		6,777		48.4%		3,105,175		458		④ 4,670		2,259		1,035,058		14,009

		2018"年"1"月"		三重		4		1,540		651		42.3%		101,769		156		385		163		25,442		1,540

		2018"年"1"月"		富山		3		921		510		55.4%		88,590		174		307		170		29,530		921

		2018"年"1"月"		石川		4		905		605		66.9%		138,255		229		226		151		34,564		905

		2018"年"1"月"		福井		1		188		109		58.0%		14,824		136		188		109		14,824		188

		2018"年"1"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"1"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"1"月"		京都		未開催						

		2018"年"1"月"		奈良		4		1,347		932		69.2%		227,547		244		337		233		56,887		1,347

		2018"年"1"月"		大阪		未開催						

		2018"年"1"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"1"月"		岡山		未開催						

		2018"年"1"月"		鳥取		未開催						

		2018"年"1"月"		島根		1		152		82		53.9%		19,720		240		152		82		19,720		152

		2018"年"1"月"		広島		3		3,293		1,487		45.2%		381,265		256		1,098		496		127,088		3,293

		2018"年"1"月"		山口		4		655		407		62.1%		80,803		199		164		102		20,201		655

		2018"年"1"月"		香川		未開催						

		2018"年"1"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"1"月"		徳島		未開催						

		2018"年"1"月"		高知		未開催						

		2018"年"1"月"		福岡		3		3,824		2,594		67.8%		586,238		226		1,275		865		195,413		3,824

		2018"年"1"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"1"月"		長崎		1		330		143		43.3%		16,956		119		330		143		16,956		330

		2018"年"1"月"		大分		2		456		302		66.2%		26,760		89		228		151		13,380		456

		2018"年"1"月"		熊本		4		647		232		35.9%		23,050		99		162		58		5,763		647

		2018"年"1"月"		宮崎		3		533		165		31.0%		16,964		103		178		55		5,655		533

		2018"年"1"月"		鹿児島		3		1,010		556		55.0%		91,258		164		337		185		30,419		1,010

		2018"年"1"月"		沖縄		3		975		562		57.6%		95,697		170		325		187		31,899		975

		2018"年"2"月"		札幌ＡＡ		3		1,239		796		64.2%		296,127		372		413		265		98,709		2,331

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ札幌		4		9,223		6,508		70.6%		3,291,504		506		⑰ 2,306		1,627		822,876		17,663

		2018"年"2"月"		アライＡＡ仙台		4		1,087		840		77.3%		230,936		275		272		210		57,734		2,390

		2018"年"2"月"		ＣＡＡ東北		4		1,837		1,264		68.8%		259,339		205		459		316		64,835		3,803

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ東北		4		4,230		3,233		76.4%		1,250,923		387		1,058		808		312,731		8,753

		2018"年"2"月"		アライＡＡ小山4輪		4		2,600		2,135		82.1%		378,758		177		650		534		94,690		4,493

		2018"年"2"月"		アライＡＡ小山バントラ		4		13,705		8,919		65.1%		7,698,666		863		⑧ 3,426		2,230		1,924,667		24,748

		2018"年"2"月"		アライAA建機		4		2,306		1,575		68.3%		1,562,749		992		577		394		390,687		4,348

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ新潟		4		2,853		1,261		44.2%		543,036		431		713		315		135,759		5,864

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ群馬		4		5,078		3,603		71.0%		1,360,922		378		1,270		901		340,231		8,798

		2018"年"2"月"		ヒーローＡＡ		4		4,125		2,570		62.3%		750,826		292		1,031		643		187,707		8,263

		2018"年"2"月"		ＭＩＲＩＶＥ		4		13,450		10,893		81.0%		5,754,156		528		⑨ 3,363		2,723		1,438,539		25,333

		2018"年"2"月"		ＪＡＡ		4		11,045		6,831		61.8%		5,233,069		766		⑭ 2,761		1,708		1,308,267		21,994

		2018"年"2"月"		オークネット		4		4,260		1,537		36.1%		1,652,261		1,075		1,065		384		413,065		8,567

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ東京		4		52,361		36,783		70.2%		34,872,352		948		① 13,090		9,196		8,718,088		89,930

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ埼玉		4		3,584		2,116		59.0%		703,018		332		896		529		175,755		6,668

		2018"年"2"月"		ＣＡＡ東京		4		8,066		4,879		60.5%		2,506,175		514		2,017		1,220		626,544		15,746

		2018"年"2"月"		アライＡＡベイサイド		4		7,320		6,202		84.7%		2,581,621		416		1,830		1,551		645,405		14,292

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ横浜		4		17,672		11,839		67.0%		8,789,305		742		⑤ 4,418		2,960		2,197,326		31,492

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ静岡		4		7,450		5,231		70.2%		1,325,568		253		1,863		1,308		331,392		12,602

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ名古屋		4		43,629		24,697		56.6%		26,251,620		1,063		② 10,907		6,174		6,562,905		76,151

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ－Ｒ名古屋		4		11,081		9,579		86.4%		850,325		89		⑬ 2,770		2,395		212,581		20,617

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ北陸		4		611		392		64.2%		142,860		364		153		98		35,715		1,353

		2018"年"2"月"		ＣＡＡ中部		4		16,936		12,680		74.9%		8,362,817		660		⑥ 4,234		3,170		2,090,704		33,450

		2018"年"2"月"		ＣＡＡ岐阜		4		6,766		3,846		56.8%		1,252,041		326		1,692		962		313,010		13,302

		2018"年"2"月"		京都オートオークション		4		1,861		992		53.3%		205,028		207		465		248		51,257		3,607

		2018"年"2"月"		関西松原ＡＡ		4		8,285		6,211		75.0%		4,138,290		666		⑳ 2,071		1,553		1,034,573		14,702

		2018"年"2"月"		ジップ大阪		4		1,995		1,322		66.3%		2,289,248		1,732		499		331		572,312		3,750

		2018"年"2"月"		ベイオーク		4		9,494		6,673		70.3%		4,746,914		711		⑯ 2,374		1,668		1,186,729		17,293

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ大阪		4		11,139		7,205		64.7%		4,484,130		622		⑫ 2,785		1,801		1,121,033		18,881

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ神戸		4		6,897		3,980		57.7%		2,562,991		644		1,724		995		640,748		13,271

		2018"年"2"月"		ＩＡＡ		4		4,097		2,294		56.0%		309,794		135		1,024		574		77,449		7,954

		2018"年"2"月"		ＬＡＡ関西		4		6,443		3,736		58.0%		1,222,510		327		1,611		934		305,628		12,876

		2018"年"2"月"		ＨＡＡ神戸		4		34,341		18,529		54.0%		14,260,512		770		③ 8,585		4,632		3,565,128		68,278

		2018"年"2"月"		ＬＡＡ岡山		4		6,451		3,695		57.3%		1,066,855		289		1,613		924		266,714		10,593

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ岡山		4		5,394		3,988		73.9%		1,534,846		385		1,349		997		383,712		9,809

		2018"年"2"月"		ＬＡＡ四国		4		4,936		2,470		50.0%		673,146		273		1,234		618		168,287		9,045

		2018"年"2"月"		ＫＣＡＡ山口		4		2,414		1,211		50.2%		479,911		396		604		303		119,978		4,034

		2018"年"2"月"		ＫＣＡＡ福岡		4		6,199		2,736		44.1%		792,307		290		1,550		684		198,077		11,006

		2018"年"2"月"		ＫＣＡＡ南九州		4		5,082		2,521		49.6%		865,949		343		1,271		630		216,487		9,633

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ九州		4		14,786		9,590		64.9%		5,254,223		548		⑦ 3,697		2,398		1,313,556		27,444

		2018"年"2"月"		ＵＳＳ福岡		4		3,276		1,958		59.8%		841,179		430		819		490		210,295		6,754

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ北海道		4		2,525		1,856		73.5%		694,430		374		631		464		173,608		5,215

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ東北		4		4,959		3,936		79.4%		1,564,525		397		1,240		984		391,131		9,592

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ関東		4		7,631		6,123		80.2%		3,721,266		608		1,908		1,531		930,317		15,468

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ横浜		4		11,434		9,967		87.2%		7,163,737		719		⑩ 2,859		2,492		1,790,934		21,701

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ中部		4		6,656		5,711		85.8%		3,425,795		600		1,664		1,428		856,449		13,712

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ近畿		4		9,509		7,825		82.3%		5,030,230		643		⑮ 2,377		1,956		1,257,558		18,451

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ広島		4		5,859		4,390		74.9%		1,960,059		446		1,465		1,098		490,015		13,188

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ四国		4		3,537		2,862		80.9%		940,053		328		884		716		235,013		7,180

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ九州		4		8,899		6,713		75.4%		3,178,734		474		⑱ 2,225		1,678		794,684		17,128

		2018"年"2"月"		ＴＡＡ南九州		4		2,063		1,483		71.9%		587,036		396		516		371		146,759		4,247

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ北海道		1		426		278		65.3%		99,246		357		426		278		99,246		882

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ東京		4		3,082		2,482		80.5%		1,021,312		411		771		621		255,328		5,426

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ名古屋		4		2,567		2,278		88.7%		796,433		350		642		570		199,108		4,615

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ大阪		4		2,000		1,750		87.5%		750,797		429		500		438		187,699		3,512

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ広島		1		289		186		64.4%		49,627		267		289		186		49,627		550

		2018"年"2"月"		ＮＡＡ福岡		4		2,036		1,627		79.9%		479,415		295		509		407		119,854		3,765

		2018"年"2"月"		愛知トヨタ		4		1,911		1,790		93.7%		506,526		283		478		448		126,632		3,831

		2018"年"2"月"		日産大阪		4		1,391		1,169		84.0%		157,457		135		348		292		39,364		2,634

		2018"年"2"月"		広島オートオークション		2		295		191		64.7%		56,872		298		148		96		28,436		582

		2018"年"2"月"		ＳＡＡ浜松		4		1,835		1,026		55.9%		729,558		711		459		257		182,390		3,085

		2018"年"2"月"		ＳＡＡ中国		未開催																		195

		2018"年"2"月"		いすゞモーターＡ幕張		4		2,351		1,262		53.7%		1,886,093		1,495		588		316		471,523		4,975

		2018"年"2"月"		いすゞモーターＡ神戸		4		4,798		2,697		56.2%		3,567,237		1,323		1,200		674		891,809		9,156

		2018"年"2"月"		いすゞモーターＡ九州		4		1,333		821		61.6%		655,253		798		333		205		163,813		2,485

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ北海道		4		810		720		88.9%		311,655		433		203		180		77,914		1,697

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ仙台		4		1,143		1,064		93.1%		293,783		276		286		266		73,446		2,073

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ東京		4		5,214		4,917		94.3%		2,392,662		487		1,304		1,229		598,166		9,940

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ名古屋		4		2,943		2,710		92.1%		1,151,647		425		736		678		287,912		5,785

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ関西		4		4,959		4,749		95.8%		2,602,808		548		1,240		1,187		650,702		9,515

		2018"年"2"月"		ホンダＡＡ九州		4		2,361		2,204		93.4%		636,058		289		590		551		159,015		4,274

		2018"年"2"月"		札幌		4		3,120		1,778		57.0%		602,438		339		780		445		150,610		4,931

		2018"年"2"月"		帯広		4		283		97		34.3%		28,276		292		71		24		7,069		396

		2018"年"2"月"		釧路		4		141		56		39.7%		19,575		350		35		14		4,894		301

		2018"年"2"月"		函館		4		393		199		50.6%		59,151		297		98		50		14,788		687

		2018"年"2"月"		室蘭		4		29		9		31.0%		1,996		222		7		2		499		85

		2018"年"2"月"		旭川		4		140		60		42.9%		19,620		327		35		15		4,905		201

		2018"年"2"月"		北見		4		182		96		52.7%		23,838		248		46		24		5,960		314

		2018"年"2"月"		青森		1		113		91		80.5%		11,165		123		113		91		11,165		241

		2018"年"2"月"		岩手		未開催						

		2018"年"2"月"		秋田		3		563		393		69.8%		30,389		77		188		131		10,130		1,088

		2018"年"2"月"		宮城		4		5,993		4,382		73.1%		1,154,927		264		1,498		1,096		288,732		11,388

		2018"年"2"月"		山形		2		418		250		59.8%		42,399		170		209		125		21,200		651

		2018"年"2"月"		福島		4		3,313		2,233		67.4%		529,458		237		828		558		132,365		5,969

		2018"年"2"月"		栃木		4		2,714		997		36.7%		227,418		228		679		249		56,855		4,744

		2018"年"2"月"		新潟		4		2,556		1,709		66.9%		326,396		191		639		427		81,599		4,358

		2018"年"2"月"		群馬		4		3,311		2,157		65.1%		598,810		278		828		539		149,703		5,545

		2018"年"2"月"		茨城		4		2,336		1,564		67.0%		357,890		229		584		391		89,473		4,524

		2018"年"2"月"		千葉		4		3,967		2,710		68.3%		956,724		353		992		678		239,181		7,268

		2018"年"2"月"		埼玉		4		8,491		5,155		60.7%		2,853,710		554		⑲ 2,123		1,289		713,428		15,769

		2018"年"2"月"		東京		4		6,125		4,390		71.7%		828,288		189		1,531		1,098		207,072		11,034

		2018"年"2"月"		神奈川		4		2,529		1,407		55.6%		448,557		319		632		352		112,139		4,246

		2018"年"2"月"		山梨		4		259		159		61.4%		13,730		86		65		40		3,433		520

		2018"年"2"月"		長野		4		1,543		647		41.9%		116,607		180		386		162		29,152		2,820

		2018"年"2"月"		静岡		4		3,452		1,818		52.7%		284,516		156		863		455		71,129		6,863

		2018"年"2"月"		愛知		4		11,157		8,917		79.9%		2,783,405		312		⑪ 2,789		2,229		695,851		19,795

		2018"年"2"月"		岐阜		4		17,912		8,669		48.4%		4,150,391		479		④ 4,478		2,167		1,037,598		31,921

		2018"年"2"月"		三重		4		2,138		1,002		46.9%		222,852		222		535		251		55,713		3,678

		2018"年"2"月"		富山		3		1,028		600		58.4%		115,706		193		343		200		38,569		1,949

		2018"年"2"月"		石川		3		893		601		67.3%		167,001		278		298		200		55,667		1,798

		2018"年"2"月"		福井		1		275		173		62.9%		23,602		136		275		173		23,602		463

		2018"年"2"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"2"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"2"月"		京都		未開催						

		2018"年"2"月"		奈良		4		1,472		1,072		72.8%		246,750		230		368		268		61,688		2,819

		2018"年"2"月"		大阪		未開催						

		2018"年"2"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"2"月"		岡山		未開催						

		2018"年"2"月"		鳥取		未開催						

		2018"年"2"月"		島根		1		240		123		51.3%		33,700		274		240		123		33,700		392

		2018"年"2"月"		広島		4		5,059		2,258		44.6%		542,428		240		1,265		565		135,607		8,352

		2018"年"2"月"		山口		4		649		369		56.9%		73,046		198		162		92		18,262		1,304

		2018"年"2"月"		香川		未開催						

		2018"年"2"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"2"月"		徳島		未開催						

		2018"年"2"月"		高知		未開催						

		2018"年"2"月"		福岡		4		5,424		3,426		63.2%		685,613		200		1,356		857		171,403		9,248

		2018"年"2"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"2"月"		長崎		1		382		175		45.8%		27,079		155		382		175		27,079		712

		2018"年"2"月"		大分		2		719		539		75.0%		48,370		90		360		270		24,185		1,175

		2018"年"2"月"		熊本		4		942		434		46.1%		46,239		107		236		109		11,560		1,589

		2018"年"2"月"		宮崎		4		423		70		16.5%		9,336		133		106		18		2,334		956

		2018"年"2"月"		鹿児島		4		1,468		916		62.4%		142,109		155		367		229		35,527		2,478

		2018"年"2"月"		沖縄		4		1,195		744		62.3%		127,092		171		299		186		31,773		2,170

		2018"年"3"月"		札幌ＡＡ		3		1,601		1,131		70.6%		380,964		337		534		377		126,988		3,932

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ札幌		4		15,095		10,494		69.5%		4,052,632		386		⑪ 3,774		2,624		1,013,158		32,758

		2018"年"3"月"		アライＡＡ仙台		4		1,145		843		73.6%		208,699		248		286		211		52,175		3,535

		2018"年"3"月"		ＣＡＡ東北		4		2,154		1,424		66.1%		233,015		164		539		356		58,254		5,957

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ東北		4		7,596		5,697		75.0%		1,841,742		323		1,899		1,424		460,436		16,349

		2018"年"3"月"		アライＡＡ小山4輪		5		4,508		3,816		84.6%		566,637		148		902		763		113,327		9,001

		2018"年"3"月"		アライＡＡ小山バントラ		5		19,298		12,550		65.0%		10,378,198		827		⑨ 3,860		2,510		2,075,640		44,046

		2018"年"3"月"		アライAA建機		4		2,454		1,696		69.1%		1,738,647		1,025		614		424		434,662		6,802

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ新潟		4		4,005		2,022		50.5%		647,951		320		1,001		506		161,988		9,869

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ群馬		5		7,045		4,909		69.7%		1,766,206		360		1,409		982		353,241		15,843

		2018"年"3"月"		ヒーローＡＡ		4		4,570		2,773		60.7%		803,173		290		1,143		693		200,793		12,833

		2018"年"3"月"		ＭＩＲＩＶＥ		4		16,936		12,926		76.3%		5,867,795		454		⑧ 4,234		3,232		1,466,949		42,269

		2018"年"3"月"		ＪＡＡ		4		11,360		6,926		61.0%		5,117,559		739		⑰ 2,840		1,732		1,279,390		33,354

		2018"年"3"月"		オークネット		4		5,857		1,782		30.4%		1,779,202		998		1,464		446		444,801		14,424

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ東京		5		76,577		52,131		68.1%		45,967,465		882		① 15,315		10,426		9,193,493		166,507

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ埼玉		5		6,072		3,361		55.4%		1,017,902		303		1,214		672		203,580		12,740

		2018"年"3"月"		ＣＡＡ東京		4		9,616		5,716		59.4%		2,701,712		473		⑳ 2,404		1,429		675,428		25,362

		2018"年"3"月"		アライＡＡベイサイド		5		10,491		8,275		78.9%		3,010,717		364		2,098		1,655		602,143		24,783

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ横浜		4		17,737		11,679		65.8%		7,891,723		676		⑥ 4,434		2,920		1,972,931		49,229

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ静岡		5		10,005		6,837		68.3%		1,419,626		208		2,001		1,367		283,925		22,607

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ名古屋		5		58,791		31,928		54.3%		32,678,275		1,023		② 11,758		6,386		6,535,655		134,942

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ－Ｒ名古屋		4		13,590		11,327		83.3%		959,891		85		⑫ 3,398		2,832		239,973		34,207

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ北陸		5		1,892		1,141		60.3%		329,102		288		378		228		65,820		3,245

		2018"年"3"月"		ＣＡＡ中部		4		19,481		14,177		72.8%		8,905,189		628		⑤ 4,870		3,544		2,226,297		52,931

		2018"年"3"月"		ＣＡＡ岐阜		4		7,506		4,180		55.7%		1,358,959		325		1,877		1,045		339,740		20,808

		2018"年"3"月"		京都オートオークション		4		2,373		1,184		49.9%		237,651		201		593		296		59,413		5,980

		2018"年"3"月"		関西松原ＡＡ		5		15,212		10,983		72.2%		6,454,027		588		⑮ 3,042		2,197		1,290,805		29,914

		2018"年"3"月"		ジップ大阪		5		2,332		1,538		66.0%		2,182,724		1,419		466		308		436,545		6,082

		2018"年"3"月"		ベイオーク		4		10,260		6,926		67.5%		4,587,953		662		⑲ 2,565		1,732		1,146,988		27,553

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ大阪		5		19,077		10,830		56.8%		6,036,121		557		⑩ 3,815		2,166		1,207,224		37,958

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ神戸		4		7,025		4,154		59.1%		2,239,171		539		1,756		1,039		559,793		20,296

		2018"年"3"月"		ＩＡＡ		4		4,819		2,859		59.3%		283,202		99		1,205		715		70,801		12,773

		2018"年"3"月"		ＬＡＡ関西		5		10,106		6,476		64.1%		1,719,394		266		2,021		1,295		343,879		22,982

		2018"年"3"月"		ＨＡＡ神戸		5		45,755		23,604		51.6%		16,476,319		698		③ 9,151		4,721		3,295,264		114,033

		2018"年"3"月"		ＬＡＡ岡山		5		9,361		4,958		53.0%		1,197,913		242		1,872		992		239,583		19,954

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ岡山		5		9,706		6,985		72.0%		2,355,399		337		1,941		1,397		471,080		19,515

		2018"年"3"月"		ＬＡＡ四国		4		4,950		2,357		47.6%		592,239		251		1,238		589		148,060		13,995

		2018"年"3"月"		ＫＣＡＡ山口		5		3,091		1,370		44.3%		469,224		342		618		274		93,845		7,125

		2018"年"3"月"		ＫＣＡＡ福岡		5		9,045		3,944		43.6%		1,168,723		296		1,809		789		233,745		20,051

		2018"年"3"月"		ＫＣＡＡ南九州		4		5,168		2,531		49.0%		886,098		350		1,292		633		221,525		14,801

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ九州		5		21,544		13,280		61.6%		6,768,207		510		⑦ 4,309		2,656		1,353,641		48,988

		2018"年"3"月"		ＵＳＳ福岡		4		5,089		3,023		59.4%		1,219,831		404		1,272		756		304,958		11,843

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ北海道		5		3,320		2,480		74.7%		880,656		355		664		496		176,131		8,535

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ東北		5		7,242		5,884		81.2%		2,058,269		350		1,448		1,177		411,654		16,834

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ関東		5		10,936		8,731		79.8%		4,824,192		553		2,187		1,746		964,838		26,404

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ横浜		5		16,290		13,846		85.0%		9,456,868		683		⑭ 3,258		2,769		1,891,374		37,991

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ中部		5		10,590		9,054		85.5%		4,487,902		496		2,118		1,811		897,580		24,302

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ近畿		4		11,843		9,638		81.4%		5,624,111		584		⑯ 2,961		2,410		1,406,028		30,294

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ広島		4		7,291		5,286		72.5%		2,426,364		459		1,823		1,322		606,591		20,479

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ四国		4		4,703		3,791		80.6%		1,072,499		283		1,176		948		268,125		11,883

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ九州		4		10,351		7,817		75.5%		3,490,971		447		⑱ 2,588		1,954		872,743		27,479

		2018"年"3"月"		ＴＡＡ南九州		4		2,499		1,910		76.4%		640,137		335		625		478		160,034		6,746

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ北海道		1		435		312		71.7%		117,936		378		435		312		117,936		1,317

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ東京		3		4,150		3,198		77.1%		1,267,829		396		1,383		1,066		422,610		9,576

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ名古屋		5		4,178		3,586		85.8%		1,188,968		332		836		717		237,794		8,793

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ大阪		5		4,183		3,621		86.6%		1,548,513		428		837		724		309,703		7,695

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ広島		1		347		206		59.4%		52,531		255		347		206		52,531		897

		2018"年"3"月"		ＮＡＡ福岡		4		2,245		1,803		80.3%		523,148		290		561		451		130,787		6,010

		2018"年"3"月"		愛知トヨタ		4		1,957		1,826		93.3%		490,717		269		489		457		122,679		5,788

		2018"年"3"月"		日産大阪		4		1,543		1,236		80.1%		162,940		132		386		309		40,735		4,177

		2018"年"3"月"		広島オートオークション		2		316		208		65.8%		54,936		264		158		104		27,468		898

		2018"年"3"月"		ＳＡＡ浜松		5		2,415		1,281		53.0%		960,311		750		483		256		192,062		5,500

		2018"年"3"月"		ＳＡＡ中国		1		231		190		82.3%		145,855		768		231		190		145,855		426

		2018"年"3"月"		いすゞモーターＡ幕張		4		2,653		1,386		52.2%		1,955,518		1,411		663		347		488,880		7,628

		2018"年"3"月"		いすゞモーターＡ神戸		5		7,008		3,787		54.0%		4,804,001		1,269		1,402		757		960,800		16,164

		2018"年"3"月"		いすゞモーターＡ九州		5		1,846		1,222		66.2%		958,149		784		369		244		191,630		4,331

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ北海道		4		1,150		1,029		89.5%		436,547		424		288		257		109,137		2,847

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ仙台		4		1,396		1,300		93.1%		371,700		286		349		325		92,925		3,469

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ東京		4		6,295		5,878		93.4%		2,698,191		459		1,574		1,470		674,548		16,235

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ名古屋		4		3,528		3,194		90.5%		1,216,628		381		882		799		304,157		9,313

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ関西		4		6,172		5,782		93.7%		2,840,215		491		1,543		1,446		710,054		15,687

		2018"年"3"月"		ホンダＡＡ九州		4		2,846		2,675		94.0%		700,860		262		712		669		175,215		7,120

		2018"年"3"月"		札幌		5		3,553		1,859		52.3%		504,160		271		711		372		100,832		8,484

		2018"年"3"月"		帯広		5		192		89		46.4%		22,939		258		38		18		4,588		588

		2018"年"3"月"		釧路		5		407		135		33.2%		37,507		278		81		27		7,501		708

		2018"年"3"月"		函館		5		336		168		50.0%		43,014		256		67		34		8,603		1,023

		2018"年"3"月"		室蘭		5		310		108		34.8%		27,078		251		62		22		5,416		395

		2018"年"3"月"		旭川		5		244		130		53.3%		29,844		230		49		26		5,969		445

		2018"年"3"月"		北見		5		223		136		61.0%		33,637		247		45		27		6,727		537

		2018"年"3"月"		青森		2		387		287		74.2%		37,623		131		194		144		18,812		628

		2018"年"3"月"		岩手		未開催						

		2018"年"3"月"		秋田		4		783		593		75.7%		39,744		67		196		148		9,936		1,871

		2018"年"3"月"		宮城		5		8,430		6,313		74.9%		1,411,680		224		1,686		1,263		282,336		19,818

		2018"年"3"月"		山形		2		434		206		47.5%		38,794		188		217		103		19,397		1,085

		2018"年"3"月"		福島		5		4,640		3,118		67.2%		653,798		210		928		624		130,760		10,609

		2018"年"3"月"		栃木		5		3,654		1,250		34.2%		280,092		224		731		250		56,018		8,398

		2018"年"3"月"		新潟		5		5,179		3,483		67.3%		647,003		186		1,036		697		129,401		9,537

		2018"年"3"月"		群馬		5		4,347		2,476		57.0%		589,088		238		869		495		117,818		9,892

		2018"年"3"月"		茨城		4		3,339		2,325		69.6%		444,768		191		835		581		111,192		7,863

		2018"年"3"月"		千葉		5		6,596		4,628		70.2%		1,353,766		293		1,319		926		270,753		13,864

		2018"年"3"月"		埼玉		4		9,164		5,543		60.5%		3,089,055		557		2,291		1,386		772,264		24,933

		2018"年"3"月"		東京		4		7,181		5,273		73.4%		790,835		150		1,795		1,318		197,709		18,215

		2018"年"3"月"		神奈川		5		3,558		2,054		57.7%		452,850		220		712		411		90,570		7,804

		2018"年"3"月"		山梨		5		416		243		58.4%		35,944		148		83		49		7,189		936

		2018"年"3"月"		長野		4		1,714		739		43.1%		128,243		174		429		185		32,061		4,534

		2018"年"3"月"		静岡		4		4,609		2,777		60.3%		432,367		156		1,152		694		108,092		11,472

		2018"年"3"月"		愛知		5		16,630		13,360		80.3%		3,700,440		277		⑬ 3,326		2,672		740,088		36,425

		2018"年"3"月"		岐阜		5		25,416		12,513		49.2%		5,432,082		434		④ 5,083		2,503		1,086,416		57,337

		2018"年"3"月"		三重		4		2,204		981		44.5%		164,002		167		551		245		41,001		5,882

		2018"年"3"月"		富山		5		1,941		1,264		65.1%		191,675		152		388		253		38,335		3,890

		2018"年"3"月"		石川		4		1,488		1,040		69.9%		256,920		247		372		260		64,230		3,286

		2018"年"3"月"		福井		2		461		269		58.4%		43,541		162		231		135		21,771		924

		2018"年"3"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"3"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"3"月"		京都		未開催						

		2018"年"3"月"		奈良		5		2,353		1,713		72.8%		321,014		187		471		343		64,203		5,172

		2018"年"3"月"		大阪		未開催						

		2018"年"3"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"3"月"		岡山		未開催						

		2018"年"3"月"		鳥取		1		98		24		24.5%		3,870		161		98		24		3,870		98

		2018"年"3"月"		島根		2		353		189		53.5%		38,755		205		177		95		19,378		745

		2018"年"3"月"		広島		5		7,714		3,375		43.8%		818,020		242		1,543		675		163,604		16,066

		2018"年"3"月"		山口		4		1,105		606		54.8%		150,950		249		276		152		37,738		2,409

		2018"年"3"月"		香川		未開催						

		2018"年"3"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"3"月"		徳島		未開催						

		2018"年"3"月"		高知		未開催						

		2018"年"3"月"		福岡		5		6,570		4,469		68.0%		923,054		207		1,314		894		184,611		15,818

		2018"年"3"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"3"月"		長崎		1		427		243		56.9%		30,077		124		427		243		30,077		1,139

		2018"年"3"月"		大分		2		713		531		74.5%		38,453		72		357		266		19,227		1,888

		2018"年"3"月"		熊本		4		683		255		37.3%		20,688		81		171		64		5,172		2,272

		2018"年"3"月"		宮崎		5		594		144		24.2%		18,771		130		119		29		3,754		1,550

		2018"年"3"月"		鹿児島		5		2,072		1,257		60.7%		173,620		138		414		251		34,724		4,550

		2018"年"3"月"		沖縄		5		1,758		1,105		62.9%		176,466		160		352		221		35,293		3,928

		2018"年"4"月"		札幌ＡＡ		3		1,296		857		66.1%		287,506		335		432		286		95,835		5,228

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ札幌		4		12,753		8,401		65.9%		3,440,591		410		⑭ 3,188		2,100		860,148		45,511

		2018"年"4"月"		アライＡＡ仙台		4		1,549		1,071		69.1%		278,255		260		387		268		69,564		5,084

		2018"年"4"月"		ＣＡＡ東北		4		3,575		2,464		68.9%		376,709		153		894		616		94,177		9,532

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ東北		4		5,325		3,842		72.2%		1,227,877		320		1,331		961		306,969		21,674

		2018"年"4"月"		アライＡＡ小山4輪		4		3,902		3,126		80.1%		528,689		169		976		782		132,172		12,903

		2018"年"4"月"		アライＡＡ小山バントラ		4		17,282		10,234		59.2%		7,995,039		781		⑥ 4,321		2,559		1,998,760		61,328

		2018"年"4"月"		アライAA建機		4		2,886		2,051		71.1%		2,088,165		1,018		722		513		522,041		9,688

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ新潟		4		3,402		1,609		47.3%		574,218		357		851		402		143,555		13,271

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ群馬		4		5,211		3,436		65.9%		1,204,045		350		1,303		859		301,011		21,054

		2018"年"4"月"		ヒーローＡＡ		4		5,255		3,289		62.6%		916,719		279		1,314		822		229,180		18,088

		2018"年"4"月"		ＭＩＲＩＶＥ		4		16,036		11,362		70.9%		4,993,759		440		⑨ 4,009		2,841		1,248,440		58,305

		2018"年"4"月"		ＪＡＡ		4		11,252		6,616		58.8%		4,695,558		710		⑱ 2,813		1,654		1,173,890		44,606

		2018"年"4"月"		オークネット		4		4,629		1,210		26.1%		1,367,856		1,130		1,157		303		341,964		19,053

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ東京		4		57,820		38,304		66.2%		32,472,796		848		① 14,455		9,576		8,118,199		224,327

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ埼玉		4		4,431		2,609		58.9%		725,133		278		1,108		652		181,283		17,171

		2018"年"4"月"		ＣＡＡ東京		4		9,884		5,177		52.4%		2,178,202		421		2,471		1,294		544,551		35,246

		2018"年"4"月"		アライＡＡベイサイド		4		9,233		7,169		77.6%		2,515,986		351		2,308		1,792		628,997		34,016

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ横浜		4		16,493		10,364		62.8%		6,908,211		667		⑦ 4,123		2,591		1,727,053		65,722

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ静岡		4		7,328		4,502		61.4%		918,846		204		1,832		1,126		229,712		29,935

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ名古屋		4		44,412		22,703		51.1%		23,021,555		1,014		② 11,103		5,676		5,755,389		179,354

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ－Ｒ名古屋		4		13,855		11,376		82.1%		868,355		76		⑫ 3,464		2,844		217,089		48,062

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ北陸		4		1,687		1,012		60.0%		285,267		282		422		253		71,317		4,932

		2018"年"4"月"		ＣＡＡ中部		4		17,880		12,255		68.5%		7,055,283		576		⑤ 4,470		3,064		1,763,821		70,811

		2018"年"4"月"		ＣＡＡ岐阜		4		7,457		4,218		56.6%		1,172,593		278		1,864		1,055		293,148		28,265

		2018"年"4"月"		京都オートオークション		4		2,602		1,230		47.3%		248,412		202		651		308		62,103		8,582

		2018"年"4"月"		関西松原ＡＡ		4		12,067		8,228		68.2%		5,111,111		621		⑯ 3,017		2,057		1,277,778		41,981

		2018"年"4"月"		ジップ大阪		4		2,177		1,383		63.5%		1,855,803		1,342		544		346		463,951		8,259

		2018"年"4"月"		ベイオーク		4		10,186		6,145		60.3%		4,221,081		687		⑲ 2,547		1,536		1,055,270		37,739

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ大阪		4		14,909		7,789		52.2%		4,593,849		590		⑩ 3,727		1,947		1,148,462		52,867

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ神戸		4		6,901		3,924		56.9%		2,118,610		540		1,725		981		529,653		27,197

		2018"年"4"月"		ＩＡＡ		4		5,181		2,813		54.3%		277,369		99		1,295		703		69,342		17,954

		2018"年"4"月"		ＬＡＡ関西		4		8,627		4,911		56.9%		1,336,919		272		2,157		1,228		334,230		31,609

		2018"年"4"月"		ＨＡＡ神戸		4		34,191		16,802		49.1%		11,430,496		680		③ 8,548		4,201		2,857,624		148,224

		2018"年"4"月"		ＬＡＡ岡山		4		6,878		3,151		45.8%		747,725		237		1,720		788		186,931		26,832

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ岡山		4		6,558		4,348		66.3%		1,461,580		336		1,640		1,087		365,395		26,073

		2018"年"4"月"		ＬＡＡ四国		4		4,680		2,108		45.0%		505,845		240		1,170		527		126,461		18,675

		2018"年"4"月"		ＫＣＡＡ山口		4		2,977		1,465		49.2%		494,369		337		744		366		123,592		10,102

		2018"年"4"月"		ＫＣＡＡ福岡		4		8,899		4,161		46.8%		1,053,260		253		2,225		1,040		263,315		28,950

		2018"年"4"月"		ＫＣＡＡ南九州		4		4,755		1,747		36.7%		431,668		247		1,189		437		107,917		19,556

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ九州		4		16,046		9,342		58.2%		4,533,894		485		⑧ 4,012		2,336		1,133,474		65,034

		2018"年"4"月"		ＵＳＳ福岡		4		3,472		2,038		58.7%		929,601		456		868		510		232,400		15,315

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ北海道		4		3,115		2,256		72.4%		697,098		309		779		564		174,275		11,650

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ東北		4		7,734		6,018		77.8%		1,865,786		310		1,934		1,505		466,447		24,568

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ関東		4		9,282		7,315		78.8%		3,858,089		527		2,321		1,829		964,522		35,686

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ横浜		4		14,763		12,197		82.6%		7,331,184		601		⑪ 3,691		3,049		1,832,796		52,754

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ中部		4		10,011		8,025		80.2%		3,275,240		408		⑳ 2,503		2,006		818,810		34,313

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ近畿		4		12,388		9,744		78.7%		5,682,278		583		⑮ 3,097		2,436		1,420,570		42,682

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ広島		4		7,235		5,309		73.4%		2,069,812		390		1,809		1,327		517,453		27,714

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ四国		4		4,056		3,192		78.7%		888,667		278		1,014		798		222,167		15,939

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ九州		4		9,912		7,011		70.7%		2,908,818		415		2,478		1,753		727,205		37,391

		2018"年"4"月"		ＴＡＡ南九州		4		4,325		2,787		64.4%		832,914		299		1,081		697		208,229		11,071

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ北海道		1		483		329		68.1%		115,808		352		483		329		115,808		1,800

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ東京		4		3,710		2,877		77.5%		850,303		296		928		719		212,576		13,286

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ名古屋		4		3,032		2,452		80.9%		766,369		313		758		613		191,592		11,825

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ大阪		4		3,102		2,482		80.0%		987,483		398		776		621		246,871		10,797

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ広島		1		308		174		56.5%		33,332		192		308		174		33,332		1,205

		2018"年"4"月"		ＮＡＡ福岡		4		2,077		1,664		80.1%		410,074		246		519		416		102,519		8,087

		2018"年"4"月"		愛知トヨタ		4		1,995		1,787		89.6%		462,320		259		499		447		115,580		7,783

		2018"年"4"月"		日産大阪		4		1,687		1,321		78.3%		163,323		124		422		330		40,831		5,864

		2018"年"4"月"		広島オートオークション		2		284		196		69.0%		68,450		349		142		98		34,225		1,182

		2018"年"4"月"		ＳＡＡ浜松		4		1,976		1,039		52.6%		729,265		702		494		260		182,316		7,476

		2018"年"4"月"		ＳＡＡ中国		未開催																		426

		2018"年"4"月"		いすゞモーターＡ幕張		4		2,634		1,373		52.1%		1,813,903		1,321		659		343		453,476		10,262

		2018"年"4"月"		いすゞモーターＡ神戸		4		6,238		3,116		50.0%		3,724,972		1,195		1,560		779		931,243		22,402

		2018"年"4"月"		いすゞモーターＡ九州		4		1,538		961		62.5%		712,288		741		385		240		178,072		5,869

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ北海道		5		1,318		1,159		87.9%		392,291		338		264		232		78,458		4,165

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ仙台		5		1,585		1,426		90.0%		266,908		187		317		285		53,382		5,054

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ東京		5		6,550		6,046		92.3%		2,248,545		372		1,310		1,209		449,709		22,785

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ名古屋		5		3,238		2,859		88.3%		982,978		344		648		572		196,596		12,551

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ関西		5		5,634		5,149		91.4%		2,319,114		450		1,127		1,030		463,823		21,321

		2018"年"4"月"		ホンダＡＡ九州		5		2,800		2,591		92.5%		566,389		219		560		518		113,278		9,920

		2018"年"4"月"		札幌		4		3,310		1,639		49.5%		453,242		277		828		410		113,311		11,794

		2018"年"4"月"		帯広		4		217		97		44.7%		22,855		236		54		24		5,714		805

		2018"年"4"月"		釧路		4		209		82		39.2%		22,801		278		52		21		5,700		917

		2018"年"4"月"		函館		4		357		179		50.1%		43,484		243		89		45		10,871		1,380

		2018"年"4"月"		室蘭		4		111		35		31.5%		5,815		166		28		9		1,454		506

		2018"年"4"月"		旭川		4		129		64		49.6%		20,858		326		32		16		5,215		574

		2018"年"4"月"		北見		4		180		105		58.3%		37,617		358		45		26		9,404		717

		2018"年"4"月"		青森		2		290		225		77.6%		19,923		89		145		113		9,962		918

		2018"年"4"月"		岩手		未開催						

		2018"年"4"月"		秋田		4		590		475		80.5%		24,454		51		148		119		6,114		2,461

		2018"年"4"月"		宮城		4		7,034		5,069		72.1%		1,135,532		224		1,759		1,267		283,883		26,852

		2018"年"4"月"		山形		2		302		168		55.6%		22,268		133		151		84		11,134		1,387

		2018"年"4"月"		福島		4		3,576		2,331		65.2%		460,985		198		894		583		115,246		14,185

		2018"年"4"月"		栃木		4		3,351		1,115		33.3%		198,344		178		838		279		49,586		11,749

		2018"年"4"月"		新潟		4		3,620		2,460		68.0%		379,474		154		905		615		94,869		13,157

		2018"年"4"月"		群馬		4		3,247		1,858		57.2%		394,029		212		812		465		98,507		13,139

		2018"年"4"月"		茨城		4		2,620		1,627		62.1%		286,432		176		655		407		71,608		10,483

		2018"年"4"月"		千葉		4		5,093		3,527		69.3%		914,793		259		1,273		882		228,698		18,957

		2018"年"4"月"		埼玉		4		11,764		6,353		54.0%		3,106,303		489		⑰ 2,941		1,588		776,576		36,697

		2018"年"4"月"		東京		5		8,931		5,990		67.1%		1,005,918		168		1,786		1,198		201,184		27,146

		2018"年"4"月"		神奈川		4		2,963		1,687		56.9%		232,655		138		741		422		58,164		10,767

		2018"年"4"月"		山梨		4		388		161		41.5%		22,870		142		97		40		5,718		1,324

		2018"年"4"月"		長野		4		1,654		580		35.1%		94,029		162		414		145		23,507		6,188

		2018"年"4"月"		静岡		4		4,017		2,106		52.4%		276,931		131		1,004		527		69,233		15,489

		2018"年"4"月"		愛知		4		13,413		10,203		76.1%		2,843,573		279		⑬ 3,353		2,551		710,893		49,838

		2018"年"4"月"		岐阜		4		23,036		11,128		48.3%		4,529,787		407		④ 5,759		2,782		1,132,447		80,373

		2018"年"4"月"		三重		4		2,117		813		38.4%		96,895		119		529		203		24,224		7,999

		2018"年"4"月"		富山		3		1,309		857		65.5%		112,547		131		436		286		37,516		5,199

		2018"年"4"月"		石川		4		1,432		912		63.7%		215,984		237		358		228		53,996		4,718

		2018"年"4"月"		福井		3		710		318		44.8%		41,354		130		237		106		13,785		1,634

		2018"年"4"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"4"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"4"月"		京都		未開催						

		2018"年"4"月"		奈良		4		1,886		1,330		70.5%		283,906		213		472		333		70,977		7,058

		2018"年"4"月"		大阪		未開催						

		2018"年"4"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"4"月"		岡山		未開催						

		2018"年"4"月"		鳥取		未開催																		98

		2018"年"4"月"		島根		1		265		112		42.3%		25,670		229		265		112		25,670		1,010

		2018"年"4"月"		広島		4		5,475		2,266		41.4%		462,861		204		1,369		567		115,715		21,541

		2018"年"4"月"		山口		4		830		489		58.9%		108,583		222		208		122		27,146		3,239

		2018"年"4"月"		香川		未開催						

		2018"年"4"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"4"月"		徳島		未開催						

		2018"年"4"月"		高知		未開催						

		2018"年"4"月"		福岡		4		5,098		3,493		68.5%		598,423		171		1,275		873		149,606		20,916

		2018"年"4"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"4"月"		長崎		1		377		140		37.1%		12,563		90		377		140		12,563		1,516

		2018"年"4"月"		大分		2		909		760		83.6%		55,736		73		455		380		27,868		2,797

		2018"年"4"月"		熊本		4		704		236		33.5%		27,493		116		176		59		6,873		2,976

		2018"年"4"月"		宮崎		4		548		153		27.9%		15,776		103		137		38		3,944		2,098

		2018"年"4"月"		鹿児島		4		1,132		577		51.0%		85,172		148		283		144		21,293		5,682

		2018"年"4"月"		沖縄		4		1,347		779		57.8%		127,765		164		337		195		31,941		5,275

		2018"年"5"月"		札幌ＡＡ		3		1,285		812		63.2%		247,830		305		428		271		82,610		6,513

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ札幌		4		13,608		8,820		64.8%		3,607,580		409		⑪ 3,402		2,205		901,895		59,119

		2018"年"5"月"		アライＡＡ仙台		4		2,011		1,444		71.8%		390,109		270		503		361		97,527		7,095

		2018"年"5"月"		ＣＡＡ東北		4		2,222		1,537		69.2%		232,666		151		556		384		58,167		11,754

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ東北		4		5,118		3,888		76.0%		1,395,318		359		1,280		972		348,830		26,792

		2018"年"5"月"		アライＡＡ小山4輪		4		3,711		2,922		78.7%		657,551		225		928		731		164,388		16,614

		2018"年"5"月"		アライＡＡ小山バントラ		3		13,769		7,976		57.9%		6,229,743		781		⑤ 4,590		2,659		2,076,581		75,097

		2018"年"5"月"		アライAA建機		4		2,871		1,968		68.5%		2,013,997		1,023		718		492		503,499		12,559

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ新潟		4		4,446		2,122		47.7%		654,155		308		1,112		531		163,539		17,717

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ群馬		3		4,255		3,018		70.9%		1,145,950		380		1,418		1,006		381,983		25,309

		2018"年"5"月"		ヒーローＡＡ		4		4,848		2,982		61.5%		884,266		297		1,212		746		221,067		22,936

		2018"年"5"月"		ＭＩＲＩＶＥ		4		15,477		11,767		76.0%		5,363,933		456		⑧ 3,869		2,942		1,340,983		73,782

		2018"年"5"月"		ＪＡＡ		4		10,598		6,548		61.8%		4,950,220		756		⑱ 2,650		1,637		1,237,555		55,204

		2018"年"5"月"		オークネット		4		4,870		1,619		33.2%		1,654,327		1,022		1,218		405		413,582		23,923

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ東京		4		55,118		38,429		69.7%		34,152,329		889		① 13,780		9,607		8,538,082		279,445

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ埼玉		3		3,581		2,227		62.2%		681,353		306		1,194		742		227,118		20,752

		2018"年"5"月"		ＣＡＡ東京		4		9,300		5,433		58.4%		2,385,786		439		2,325		1,358		596,447		44,546

		2018"年"5"月"		アライＡＡベイサイド		3		8,128		6,393		78.7%		2,387,266		373		⑰ 2,709		2,131		795,755		42,144

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ横浜		4		15,881		10,522		66.3%		7,436,202		707		⑦ 3,970		2,631		1,859,051		81,603

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ静岡		3		7,033		4,479		63.7%		1,070,691		239		2,344		1,493		356,897		36,968

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ名古屋		3		34,121		19,242		56.4%		20,077,379		1,043		② 11,374		6,414		6,692,460		213,475

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ－Ｒ名古屋		4		12,966		10,688		82.4%		829,200		78		⑬ 3,242		2,672		207,300		61,028

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ北陸		3		1,051		631		60.0%		182,323		289		350		210		60,774		5,983

		2018"年"5"月"		ＣＡＡ中部		4		17,433		12,280		70.4%		7,379,262		601		⑥ 4,358		3,070		1,844,816		88,244

		2018"年"5"月"		ＣＡＡ岐阜		4		7,470		4,157		55.6%		1,308,725		315		1,868		1,039		327,181		35,735

		2018"年"5"月"		京都オートオークション		4		2,366		1,117		47.2%		239,149		214		592		279		59,787		10,948

		2018"年"5"月"		関西松原ＡＡ		4		10,872		7,680		70.6%		4,466,536		582		⑯ 2,718		1,920		1,116,634		52,853

		2018"年"5"月"		ジップ大阪		4		1,955		1,337		68.4%		1,904,656		1,425		489		334		476,164		10,214

		2018"年"5"月"		ベイオーク		5		10,452		5,727		54.8%		4,057,317		708		2,090		1,145		811,463		48,191

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ大阪		3		10,995		6,507		59.2%		3,845,737		591		⑩ 3,665		2,169		1,281,912		63,862

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ神戸		4		7,607		4,423		58.1%		2,333,568		528		1,902		1,106		583,392		34,804

		2018"年"5"月"		ＩＡＡ		5		4,782		2,262		47.3%		227,195		100		956		452		45,439		22,736

		2018"年"5"月"		ＬＡＡ関西		4		7,152		4,052		56.7%		1,365,019		337		1,788		1,013		341,255		38,761

		2018"年"5"月"		ＨＡＡ神戸		3		26,044		13,343		51.2%		9,555,917		716		③ 8,681		4,448		3,185,306		174,268

		2018"年"5"月"		ＬＡＡ岡山		3		4,669		2,144		45.9%		557,461		260		1,556		715		185,820		31,501

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ岡山		3		4,676		3,229		69.1%		1,130,721		350		1,559		1,076		376,907		30,749

		2018"年"5"月"		ＬＡＡ四国		4		6,800		3,123		45.9%		944,454		302		1,700		781		236,114		25,475

		2018"年"5"月"		ＫＣＡＡ山口		3		1,792		779		43.5%		280,836		361		597		260		93,612		11,894

		2018"年"5"月"		ＫＣＡＡ福岡		4		6,923		2,838		41.0%		812,802		286		1,731		710		203,201		35,873

		2018"年"5"月"		ＫＣＡＡ南九州		4		4,673		1,646		35.2%		387,384		235		1,168		412		96,846		24,229

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ九州		3		11,272		6,957		61.7%		3,690,894		531		⑨ 3,757		2,319		1,230,298		76,306

		2018"年"5"月"		ＵＳＳ福岡		4		3,744		2,429		64.9%		984,061		405		936		607		246,015		19,059

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ北海道		4		3,671		2,697		73.5%		808,234		300		918		674		202,059		15,321

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ東北		4		5,907		4,580		77.5%		1,660,509		363		1,477		1,145		415,127		30,475

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ関東		4		9,574		7,614		79.5%		4,440,747		583		2,394		1,904		1,110,187		45,260

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ横浜		3		9,966		8,410		84.4%		5,831,450		693		⑫ 3,322		2,803		1,943,817		62,720

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ中部		4		10,070		8,403		83.4%		3,882,600		462		⑲ 2,518		2,101		970,650		44,383

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ近畿		4		11,858		9,379		79.1%		5,816,970		620		⑭ 2,965		2,345		1,454,243		54,540

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ広島		4		6,863		4,926		71.8%		2,302,181		467		1,716		1,232		575,545		34,577

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ四国		4		3,879		3,084		79.5%		835,682		271		970		771		208,921		19,818

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ九州		4		9,257		6,816		73.6%		3,202,728		470		2,314		1,704		800,682		46,648

		2018"年"5"月"		ＴＡＡ南九州		4		2,688		1,902		70.8%		637,936		335		672		476		159,484		13,759

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ北海道		1		583		391		67.1%		118,473		303		583		391		118,473		2,383

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ東京		3		2,883		2,202		76.4%		876,136		398		961		734		292,045		16,169

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ名古屋		4		2,661		2,276		85.5%		810,152		356		665		569		202,538		14,486

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ大阪		4		3,008		2,453		81.5%		1,144,727		467		752		613		286,182		13,805

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ広島		1		278		151		54.3%		43,081		285		278		151		43,081		1,483

		2018"年"5"月"		ＮＡＡ福岡		4		2,080		1,599		76.9%		446,231		279		520		400		111,558		10,167

		2018"年"5"月"		愛知トヨタ		4		1,916		1,752		91.4%		474,066		271		479		438		118,517		9,699

		2018"年"5"月"		日産大阪		4		1,465		1,172		80.0%		174,732		149		366		293		43,683		7,329

		2018"年"5"月"		広島オートオークション		2		261		169		64.8%		61,051		361		131		85		30,526		1,443

		2018"年"5"月"		ＳＡＡ浜松		4		1,985		1,073		54.1%		734,957		685		496		268		183,739		9,461

		2018"年"5"月"		ＳＡＡ中国		1		228		207		90.8%		150,280		726		228		207		150,280		654

		2018"年"5"月"		いすゞモーターＡ幕張		4		2,959		1,605		54.2%		2,092,926		1,304		740		401		523,232		13,221

		2018"年"5"月"		いすゞモーターＡ神戸		3		4,780		2,338		48.9%		2,758,355		1,180		1,593		779		919,452		27,182

		2018"年"5"月"		いすゞモーターＡ九州		4		1,600		994		62.1%		793,023		798		400		249		198,256		7,469

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ北海道		3		740		646		87.3%		170,450		264		247		215		56,817		4,905

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ仙台		3		822		737		89.7%		178,890		243		274		246		59,630		5,876

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ東京		3		4,423		4,143		93.7%		1,820,140		439		1,474		1,381		606,713		27,208

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ名古屋		3		2,324		2,116		91.0%		835,181		395		775		705		278,394		14,875

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ関西		3		3,728		3,490		93.6%		2,078,633		596		1,243		1,163		692,878		25,049

		2018"年"5"月"		ホンダＡＡ九州		3		1,804		1,707		94.6%		458,538		269		601		569		152,846		11,724

		2018"年"5"月"		札幌		3		2,462		1,214		49.3%		344,938		284		821		405		114,979		14,256

		2018"年"5"月"		帯広		3		187		72		38.5%		19,295		268		62		24		6,432		992

		2018"年"5"月"		釧路		3		214		72		33.6%		22,046		306		71		24		7,349		1,131

		2018"年"5"月"		函館		3		341		165		48.4%		47,986		291		114		55		15,995		1,721

		2018"年"5"月"		室蘭		3		149		38		25.5%		7,443		196		50		13		2,481		655

		2018"年"5"月"		旭川		3		124		62		50.0%		11,975		193		41		21		3,992		698

		2018"年"5"月"		北見		3		175		89		50.9%		39,595		445		58		30		13,198		892

		2018"年"5"月"		青森		2		465		325		69.9%		53,942		166		233		163		26,971		1,383

		2018"年"5"月"		岩手		未開催						

		2018"年"5"月"		秋田		3		681		511		75.0%		39,039		76		227		170		13,013		3,142

		2018"年"5"月"		宮城		3		5,212		3,725		71.5%		999,656		268		1,737		1,242		333,219		32,064

		2018"年"5"月"		山形		2		293		105		35.8%		17,586		167		147		53		8,793		1,680

		2018"年"5"月"		福島		4		3,884		2,505		64.5%		500,446		200		971		626		125,112		18,069

		2018"年"5"月"		栃木		3		2,302		757		32.9%		158,980		210		767		252		52,993		14,051

		2018"年"5"月"		新潟		3		2,756		1,920		69.7%		317,309		165		919		640		105,770		15,913

		2018"年"5"月"		群馬		4		3,322		2,003		60.3%		507,300		253		831		501		126,825		16,461

		2018"年"5"月"		茨城		4		2,412		1,524		63.2%		276,462		181		603		381		69,116		12,895

		2018"年"5"月"		千葉		3		3,764		2,667		70.9%		788,594		296		1,255		889		262,865		22,721

		2018"年"5"月"		埼玉		4		9,932		5,774		58.1%		3,089,868		535		⑳ 2,483		1,444		772,467		46,629

		2018"年"5"月"		東京		3		5,315		3,595		67.6%		659,741		184		1,772		1,198		219,914		32,461

		2018"年"5"月"		神奈川		4		2,981		1,811		60.8%		250,364		138		745		453		62,591		13,748

		2018"年"5"月"		山梨		3		199		100		50.3%		5,246		52		66		33		1,749		1,523

		2018"年"5"月"		長野		4		1,332		519		39.0%		87,712		169		333		130		21,928		7,520

		2018"年"5"月"		静岡		4		3,777		1,959		51.9%		265,807		136		944		490		66,452		19,266

		2018"年"5"月"		愛知		4		11,127		8,386		75.4%		2,590,703		309		⑮ 2,782		2,097		647,676		60,965

		2018"年"5"月"		岐阜		3		16,028		7,648		47.7%		3,256,028		426		④ 5,343		2,549		1,085,343		96,401

		2018"年"5"月"		三重		4		1,800		611		33.9%		102,442		168		450		153		25,611		9,799

		2018"年"5"月"		富山		4		1,812		1,230		67.9%		179,484		146		453		308		44,871		7,011

		2018"年"5"月"		石川		4		1,437		879		61.2%		192,069		219		359		220		48,017		6,155

		2018"年"5"月"		福井		2		488		226		46.3%		29,674		131		244		113		14,837		2,122

		2018"年"5"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"5"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"5"月"		京都		未開催						

		2018"年"5"月"		奈良		3		1,324		916		69.2%		193,616		211		441		305		64,539		8,382

		2018"年"5"月"		大阪		未開催						

		2018"年"5"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"5"月"		岡山		未開催						

		2018"年"5"月"		鳥取		1		99		30		30.3%		6,620		221		99		30		6,620		197

		2018"年"5"月"		島根		1		168		95		56.5%		18,550		195		168		95		18,550		1,178

		2018"年"5"月"		広島		4		6,080		2,863		47.1%		614,080		214		1,520		716		153,520		27,621

		2018"年"5"月"		山口		4		773		430		55.6%		108,496		252		193		108		27,124		4,012

		2018"年"5"月"		香川		未開催						

		2018"年"5"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"5"月"		徳島		未開催						

		2018"年"5"月"		高知		未開催						

		2018"年"5"月"		福岡		3		3,746		2,506		66.9%		553,556		221		1,249		835		184,519		24,662

		2018"年"5"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"5"月"		長崎		1		396		164		41.4%		21,041		128		396		164		21,041		1,912

		2018"年"5"月"		大分		2		603		430		71.3%		33,071		77		302		215		16,536		3,400

		2018"年"5"月"		熊本		4		724		259		35.8%		27,589		107		181		65		6,897		3,700

		2018"年"5"月"		宮崎		4		429		149		34.7%		11,692		78		107		37		2,923		2,527

		2018"年"5"月"		鹿児島		3		1,009		589		58.4%		98,801		168		336		196		32,934		6,691

		2018"年"5"月"		沖縄		3		1,018		579		56.9%		122,621		212		339		193		40,874		6,293

		2018"年"6"月"		札幌AA		3		1,511		1,036		68.6%		353,665		341		504		345		117,888		8,024

		2018"年"6"月"		USS札幌		4		12,930		8,700		67.3%		3,480,789		400		3,233		2,175		870,197		72,049

		2018"年"6"月"		ｱﾗｲAA仙台		4		1,293		973		75.3%		291,742		300		323		243		72,936		8,388

		2018"年"6"月"		CAA東北		4		2,661		1,730		65.0%		314,866		182		665		433		78,717		14,415

		2018"年"6"月"		USS東北		4		4,772		3,603		75.5%		1,254,304		348		1,193		901		313,576		31,564

		2018"年"6"月"		ｱﾗｲAA小山4輪		4		2,673		2,152		80.5%		505,582		235		668		538		126,396		19,287

		2018"年"6"月"		ｱﾗｲAA小山ﾊﾞﾝﾄﾗ		5		19,756		11,426		57.8%		9,039,392		791		3,951		2,285		1,807,878		94,853

		2018"年"6"月"		ｱﾗｲAA建機		4		2,843		1,820		64.0%		1,812,433		996		711		455		453,108		15,402

		2018"年"6"月"		USS新潟		4		3,317		1,491		45.0%		547,485		367		829		373		136,871		21,034

		2018"年"6"月"		USS群馬		5		4,865		3,447		70.9%		1,357,881		394		973		689		271,576		30,174

		2018"年"6"月"		ﾋｰﾛｰAA		4		4,545		2,833		62.3%		877,417		310		1,136		708		219,354		27,481

		2018"年"6"月"		MIRIVE		4		13,401		10,424		77.8%		4,465,829		428		3,350		2,606		1,116,457		87,183

		2018"年"6"月"		JAA		4		10,142		6,414		63.2%		4,836,388		754		2,536		1,604		1,209,097		65,346

		2018"年"6"月"		ｵｰｸﾈｯﾄ		4		7,028		1,892		26.9%		1,995,531		1,055		1,757		473		498,883		30,951

		2018"年"6"月"		USS東京		4		50,931		35,583		69.9%		33,319,504		936		12,733		8,896		8,329,876		330,376

		2018"年"6"月"		USS埼玉		5		4,931		2,879		58.4%		878,427		305		986		576		175,685		25,683

		2018"年"6"月"		CAA東京		4		7,910		4,538		57.4%		2,103,244		463		1,978		1,135		525,811		52,456

		2018"年"6"月"		ｱﾗｲAAﾍﾞｲｻｲﾄﾞ		5		10,169		8,252		81.1%		3,146,593		381		2,034		1,650		629,319		52,313

		2018"年"6"月"		USS横浜		4		13,943		9,445		67.7%		6,874,123		728		3,486		2,361		1,718,531		95,546

		2018"年"6"月"		USS静岡		5		8,012		5,253		65.6%		1,215,136		231		1,602		1,051		243,027		44,980

		2018"年"6"月"		USS名古屋		5		48,795		27,419		56.2%		29,999,934		1,094		9,759		5,484		5,999,987		262,270

		2018"年"6"月"		USS-R名古屋		4		10,947		9,384		85.7%		735,340		78		2,737		2,346		183,835		71,975

		2018"年"6"月"		USS北陸		5		1,418		886		62.5%		284,505		321		284		177		56,901		7,401

		2018"年"6"月"		CAA中部		4		14,594		10,346		70.9%		6,698,393		647		3,649		2,587		1,674,598		102,838

		2018"年"6"月"		CAA岐阜		4		6,463		3,600		55.7%		1,185,827		329		1,616		900		296,457		42,198

		2018"年"6"月"		京都ｵｰﾄｵｰｸｼｮﾝ		4		2,428		1,227		50.5%		263,159		214		607		307		65,790		13,376

		2018"年"6"月"		関西松原AA		4		9,245		6,577		71.1%		3,818,543		581		2,311		1,644		954,636		62,098

		2018"年"6"月"		ｼﾞｯﾌﾟ大阪		4		1,998		1,277		63.9%		1,853,492		1,451		500		319		463,373		12,212

		2018"年"6"月"		ﾍﾞｲｵｰｸ		4		8,442		5,356		63.4%		3,607,710		674		2,111		1,339		901,928		56,633

		2018"年"6"月"		USS大阪		5		15,777		8,970		56.9%		5,818,559		649		3,155		1,794		1,163,712		79,639

		2018"年"6"月"		USS神戸		4		6,521		3,626		55.6%		1,987,665		548		1,630		907		496,916		41,325

		2018"年"6"月"		IAA		4		4,266		2,236		52.4%		253,907		114		1,067		559		63,477		27,002

		2018"年"6"月"		LAA関西		4		6,045		3,495		57.8%		1,167,456		334		1,511		874		291,864		44,806

		2018"年"6"月"		HAA神戸		5		31,719		15,805		49.8%		11,646,268		737		6,344		3,161		2,329,254		205,987

		2018"年"6"月"		LAA岡山		5		9,437		4,651		49.3%		1,344,688		289		1,887		930		268,938		40,938

		2018"年"6"月"		USS岡山		5		5,969		4,064		68.1%		1,513,610		372		1,194		813		302,722		36,718

		2018"年"6"月"		LAA四国		4		4,095		1,889		46.1%		476,791		252		1,024		472		119,198		29,570

		2018"年"6"月"		KCAA山口		5		3,056		1,377		45.1%		548,733		398		611		275		109,747		14,950

		2018"年"6"月"		KCAA福岡		4		6,905		2,615		37.9%		872,093		333		1,726		654		218,023		42,778

		2018"年"6"月"		KCAA南九州		4		4,733		1,576		33.3%		405,247		257		1,183		394		101,312		28,962

		2018"年"6"月"		USS九州		5		16,174		9,919		61.3%		5,578,070		562		3,235		1,984		1,115,614		92,480

		2018"年"6"月"		USS福岡		4		2,912		1,767		60.7%		833,018		471		728		442		208,255		21,971

		2018"年"6"月"		TAA北海道		4		2,827		2,066		73.1%		589,013		285		707		517		147,253		18,148

		2018"年"6"月"		TAA東北		4		5,235		4,201		80.2%		1,670,944		398		1,309		1,050		417,736		35,710

		2018"年"6"月"		TAA関東		4		8,515		6,965		81.8%		4,117,278		591		2,129		1,741		1,029,320		53,775

		2018"年"6"月"		TAA横浜		5		13,983		12,033		86.1%		8,100,843		673		2,797		2,407		1,620,169		76,703

		2018"年"6"月"		TAA中部		4		7,023		5,983		85.2%		2,935,065		491		1,756		1,496		733,766		51,406

		2018"年"6"月"		TAA近畿		4		10,001		8,080		80.8%		5,119,014		634		2,500		2,020		1,279,754		64,541

		2018"年"6"月"		TAA広島		4		5,790		4,211		72.7%		2,004,600		476		1,448		1,053		501,150		40,367

		2018"年"6"月"		TAA四国		4		3,067		2,461		80.2%		755,513		307		767		615		188,878		22,885

		2018"年"6"月"		TAA九州		4		7,814		5,756		73.7%		2,723,410		473		1,954		1,439		680,853		54,462

		2018"年"6"月"		TAA南九州		4		2,247		1,581		70.4%		613,443		388		562		395		153,361		16,006

		2018"年"6"月"		NAA北海道		1		522		326		62.5%		99,903		306		522		326		99,903		2,905

		2018"年"6"月"		NAA東京		5		3,932		3,094		78.7%		1,494,123		483		786		619		298,825		20,101

		2018"年"6"月"		NAA名古屋		4		2,423		2,067		85.3%		790,226		382		606		517		197,557		16,909

		2018"年"6"月"		NAA大阪		4		2,772		2,366		85.4%		1,445,969		611		693		592		361,492		16,577

		2018"年"6"月"		NAA広島		1		273		146		53.5%		37,743		259		273		146		37,743		1,756

		2018"年"6"月"		NAA福岡		4		1,965		1,452		73.9%		576,074		397		491		363		144,019		12,132

		2018"年"6"月"		愛知ﾄﾖﾀ		4		1,579		1,403		88.9%		373,956		267		395		351		93,489		11,278

		2018"年"6"月"		日産大阪		4		1,559		1,305		83.7%		188,316		144		390		326		47,079		8,888

		2018"年"6"月"		広島ｵｰﾄｵｰｸｼｮﾝ		2		346		216		62.4%		86,280		399		173		108		43,140		1,789

		2018"年"6"月"		SAA浜松		4		2,061		1,131		54.9%		802,657		710		515		283		200,664		11,522

		2018"年"6"月"		SAA中国		未開催																		654

		2018"年"6"月"		いすゞﾓｰﾀｰA幕張		4		3,015		1,547		51.3%		2,024,865		1,309		754		387		506,216		16,236

		2018"年"6"月"		いすゞﾓｰﾀｰA神戸		5		6,969		3,339		47.9%		3,921,078		1,174		1,394		668		784,216		34,151

		2018"年"6"月"		いすゞﾓｰﾀｰA九州		4		1,562		994		63.6%		758,438		763		391		249		189,610		9,031

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA北海道		4		810		721		89.0%		185,915		258		203		180		46,479		5,715

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA仙台		4		1,074		988		92.0%		288,835		292		269		247		72,209		6,950

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA東京		4		4,772		4,507		94.4%		1,938,559		430		1,193		1,127		484,640		31,980

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA名古屋		4		2,353		2,211		94.0%		944,436		427		588		553		236,109		17,228

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA関西		4		4,136		3,919		94.8%		2,173,871		555		1,034		980		543,468		29,185

		2018"年"6"月"		ﾎﾝﾀﾞAA九州		4		1,957		1,860		95.0%		483,405		260		489		465		120,851		13,681

		2018"年"6"月"		札幌		5		3,582		1,846		51.5%		529,574		287		716		369		105,915		17,838

		2018"年"6"月"		帯広		5		372		167		44.9%		43,198		259		74		33		8,640		1,364

		2018"年"6"月"		釧路		5		324		116		35.8%		40,664		351		65		23		8,133		1,455

		2018"年"6"月"		函館		5		420		236		56.2%		79,935		339		84		47		15,987		2,141

		2018"年"6"月"		室蘭		4		154		62		40.3%		17,227		278		39		16		4,307		809

		2018"年"6"月"		旭川		5		214		110		51.4%		31,738		289		43		22		6,348		912

		2018"年"6"月"		北見		5		240		131		54.6%		49,998		382		48		26		10,000		1,132

		2018"年"6"月"		青森		2		259		199		76.8%		15,703		79		130		100		7,852		1,642

		2018"年"6"月"		岩手		未開催						

		2018"年"6"月"		秋田		3		894		627		70.1%		48,027		77		298		209		16,009		4,036

		2018"年"6"月"		宮城		5		7,844		5,378		68.6%		1,450,911		270		1,569		1,076		290,182		39,908

		2018"年"6"月"		山形		2		1,117		722		64.6%		144,113		200		559		361		72,057		2,797

		2018"年"6"月"		福島		4		3,529		2,200		62.3%		452,273		206		882		550		113,068		21,598

		2018"年"6"月"		栃木		5		3,907		1,425		36.5%		342,349		240		781		285		68,470		17,958

		2018"年"6"月"		新潟		5		4,389		2,920		66.5%		456,505		156		878		584		91,301		20,302

		2018"年"6"月"		群馬		4		2,879		1,625		56.4%		462,960		285		720		406		115,740		19,340

		2018"年"6"月"		茨城		4		2,488		1,462		58.8%		308,280		211		622		366		77,070		15,383

		2018"年"6"月"		千葉		5		5,734		3,541		61.8%		1,090,038		308		1,147		708		218,008		28,455

		2018"年"6"月"		埼玉		4		10,257		6,012		58.6%		3,108,782		517		2,564		1,503		777,196		56,886

		2018"年"6"月"		東京		4		5,147		3,285		63.8%		605,776		184		1,287		821		151,444		37,608

		2018"年"6"月"		神奈川		4		2,986		1,610		53.9%		219,794		137		747		403		54,949		16,734

		2018"年"6"月"		山梨		5		312		147		47.1%		15,771		107		62		29		3,154		1,835

		2018"年"6"月"		長野		4		1,241		516		41.6%		72,399		140		310		129		18,100		8,761

		2018"年"6"月"		静岡		4		3,291		1,647		50.0%		276,259		168		823		412		69,065		22,557

		2018"年"6"月"		愛知		4		10,835		7,831		72.3%		2,373,671		303		2,709		1,958		593,418		71,800

		2018"年"6"月"		岐阜		5		23,911		11,039		46.2%		5,234,305		474		4,782		2,208		1,046,861		120,312

		2018"年"6"月"		三重		4		1,990		718		36.1%		144,179		201		498		180		36,045		11,789

		2018"年"6"月"		富山		4		1,324		828		62.5%		118,417		143		331		207		29,604		8,335

		2018"年"6"月"		石川		4		1,314		821		62.5%		201,794		246		329		205		50,449		7,469

		2018"年"6"月"		福井		3		664		247		37.2%		33,514		136		221		82		11,171		2,786

		2018"年"6"月"		滋賀		未開催						

		2018"年"6"月"		和歌山		未開催						

		2018"年"6"月"		京都		未開催						

		2018"年"6"月"		奈良		5		1,929		1,318		68.3%		285,663		217		386		264		57,133		10,311

		2018"年"6"月"		大阪		未開催						

		2018"年"6"月"		兵庫		未開催						

		2018"年"6"月"		岡山		未開催						

		2018"年"6"月"		鳥取		未開催																		197

		2018"年"6"月"		島根		1		369		156		42.3%		29,415		189		369		156		29,415		1,547

		2018"年"6"月"		広島		4		4,800		2,117		44.1%		495,715		234		1,200		529		123,929		32,421

		2018"年"6"月"		山口		4		660		356		53.9%		100,230		282		165		89		25,058		4,672

		2018"年"6"月"		香川		未開催						

		2018"年"6"月"		愛媛		未開催						

		2018"年"6"月"		徳島		未開催						

		2018"年"6"月"		高知		1		239		76		31.8%		15,352		202		239		76		15,352		239

		2018"年"6"月"		福岡		5		5,088		3,208		63.1%		719,179		224		1,018		642		143,836		29,750

		2018"年"6"月"		佐賀		未開催						

		2018"年"6"月"		長崎		1		414		157		37.9%		23,845		152		414		157		23,845		2,326

		2018"年"6"月"		大分		2		803		605		75.3%		44,793		74		402		303		22,397		4,203

		2018"年"6"月"		熊本		4		655		233		35.6%		21,135		91		164		58		5,284		4,355

		2018"年"6"月"		宮崎		4		362		76		21.0%		16,693		220		91		19		4,173		2,889

		2018"年"6"月"		鹿児島		5		1,670		916		54.9%		154,839		169		334		183		30,968		8,361

		2018"年"6"月"		沖縄		5		1,375		779		56.7%		162,992		209		275		156		32,598		7,668

		2018年1月～6月まで合計 ネン ガツ ガツ ゴウケイ				2,529		3,841,184		2,495,108		65.0%		1,346,865,917		540

						Jan-17		530,064		336,920

						Feb-17		626,670		403,745

						Mar-17		829,855		518,289

						Apr-17		743,642		437,508

						May-17		584,880		361,122

						Jun-17		663,088		411,542

								3,978,199		2,469,126



								96.6%		101.1%





18予算_詳細

		5		←ﾚﾎﾟｰﾄ開始行 カイシ ギョウ																																																																				z5:z30001		z5:z30001				z5:z30001												aa5:aa30001		aa5:aa30001				aa5:aa30001														ab5:ab30001		ab5:ab30001				ab5:ab30001																																ac5:ac30001		ac5:ac30001				ac5:ac30001														ad5:ad30001		ad5:ad30001				ad5:ad30001														ae5:ae30001		ae5:ae30001				ae5:ae30001																																		ag5:ag30001		ag5:ag30001				ag5:ag30001														ah5:ah30001		ah5:ah30001				ah5:ah30001														ai5:ai30001		ai5:ai30001				ai5:ai30001																																		aj5:aj30001		aj5:aj30001				aj5:aj30001														ak5:ak30001		ak5:ak30001				ak5:ak30001														al5:al30001		al5:al30001				al5:al30001

		127		←１部署毎の表示行数 ブショ ゴト ヒョウジ ギョウ スウ

																								通期																		上期																		下期																		1月																		2月																				3月																				第1四半期																		4月																				5月																				6月																				第2四半期																				7月																				8月																				9月																				第3四半期																				10月																				11月																				12月																				第4四半期

		表示順序 ヒョウジ ジュンジョ		部署ｺｰﾄﾞ ブショ		部署選択		No		科目ｺｰﾄﾞ カモク						科目 カモク		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前四半期比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前四半期比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前月比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ		2017年業績予想		2018年期初予算		百分比		2018年予算		百分比		前四半期比		差異（③－①） サイ		比率（③÷①） ヒリツ		差異（③－②）		比率（③÷②） ヒリツ				参照先 サンショウ サキ

		1		連結_01		(株)ｵｰｸﾈｯﾄ		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						9,401,847,694		10,597,420,745		100.0%		9,814,695,027		100.0%		412,847,333		104.4%		(782,725,718)		92.6%		4,632,005,324		5,218,911,770		100.0%		4,848,468,212		100.0%		216,462,888		104.7%		(370,443,558)		92.9%		4,769,842,370		5,378,508,975		100.0%		4,966,226,815		100.0%		196,384,445		104.1%		(412,282,160)		92.3%		737,121,872		815,280,589		100.0%		734,661,162		100.0%		(2,460,710)		99.7%		(80,619,427)		90.1%		747,317,044		833,464,480		100.0%		780,391,372		100.0%		45,730,210		33,074,328		104.4%		(53,073,108)		93.6%		861,181,572		959,014,992		100.0%		882,534,762		100.0%		102,143,390		21,353,190		102.5%		(76,480,230)		92.0%		2,345,620,488		2,607,760,060		100.0%		2,397,587,296		100.0%		51,966,808		102.2%		(210,172,764)		91.9%		747,732,854		883,972,870		100.0%		783,341,390		100.0%		(99,193,372)		35,608,536		104.8%		(100,631,480)		88.6%		746,726,790		836,262,880		100.0%		808,566,723		100.0%		25,225,333		61,839,933		108.3%		(27,696,157)		96.7%		791,925,192		890,915,960		100.0%		858,972,803		100.0%		50,406,080		67,047,611		108.5%		(31,943,157)		96.4%		2,286,384,836		2,611,151,710		100.0%		2,450,880,916		100.0%		53,293,620		164,496,080		107.2%		(160,270,794)		100.0%		775,012,768		894,549,418		100.0%		815,006,543		100.0%		(43,966,260)		39,993,775		105%		(79,542,875)		91.1%		744,059,979		810,494,611		100.0%		790,476,165		100.0%		(24,530,378)		46,416,186		106.2%		(20,018,446)		97.5%		806,710,066		860,978,810		100.0%		816,869,850		100.0%		26,393,685		10,159,784		101.3%		(44,108,960)		94.9%		2,325,782,813		2,566,022,838		100.0%		2,422,352,558		100.0%		(28,528,358)		96,569,745		104.2%		(143,670,280)		100.0%		808,504,208		923,797,317		100.0%		856,866,082		100.0%		39,996,232		48,361,874		106.0%		(66,931,235)		92.8%		791,922,535		897,117,721		100.0%		820,847,926		100.0%		(36,018,156)		28,925,391		103.7%		(76,269,795)		91.5%		843,632,814		991,571,099		100.0%		866,160,249		100.0%		45,312,323		22,527,435		102.7%		(125,410,850)		87.4%		2,444,059,557		2,812,486,137		100.0%		2,543,874,257		100.0%		121,521,699		99,814,700		104.1%		(268,611,880)		90.4%				A5:A30001

		1		連結_01		(株)ｵｰｸﾈｯﾄ		99		200		営業利益						(851,990,669)		(977,123,562)		-9.2%		(796,646,246)		-8.1%		55,344,423		93.5%		180,477,316		81.5%		(434,035,820)		(771,156,684)		-14.8%		(681,758,910)		-14.1%		(247,723,090)		157.1%		89,397,774		88.4%		(417,954,849)		(205,966,878)		-3.8%		(114,887,336)		-2.3%		303,067,513		27.5%		91,079,542		55.8%		(37,913,112)		(93,599,367)		-11.5%		(98,954,932)		-13.5%		(61,041,820)		261.0%		(5,355,564)		105.7%		(67,818,707)		(84,877,578)		-10.2%		(108,167,869)		-13.9%		(9,212,937)		(40,349,162)		159.5%		(23,290,291)		127.4%		(94,613,311)		(200,393,621)		-20.9%		(130,009,366)		-14.7%		(21,841,497)		(35,396,055)		137.4%		70,384,256		64.9%		(200,345,130)		(378,870,567)		-14.5%		(337,132,166)		-14.1%		(136,787,036)		168.3%		41,738,401		89.0%		(72,851,131)		(56,453,646)		-6.4%		(107,081,956)		-13.7%		22,927,410		(34,230,825)		147.0%		(50,628,310)		189.7%		(70,419,882)		(84,169,600)		-10.1%		(88,231,897)		-10.9%		18,850,059		(17,812,015)		125.3%		(4,062,297)		104.8%		(90,419,677)		(251,662,871)		-28.2%		(149,312,890)		-17.4%		(61,080,992)		(58,893,213)		165.1%		102,349,981		59.3%		(233,690,690)		(392,286,117)		-15.0%		(344,626,743)		-14.1%		(7,494,577)		(110,936,053)		147.5%		47,659,373		93.6%		(51,547,807)		19,340,548		2.2%		8,858,048		1.1%		158,170,938		60,405,855		-17%		(10,482,500)		45.8%		(70,304,292)		(21,265,723)		-2.6%		(3,593,196)		-0.5%		(12,451,244)		66,711,096		5.1%		17,672,527		16.9%		(40,816,879)		(144,295,314)		-16.8%		(17,292,548)		-2.1%		(13,699,352)		23,524,331		42.4%		127,002,766		12.0%		(162,668,978)		(146,220,490)		-5.7%		(12,027,697)		-0.5%		332,599,047		150,641,281		7.4%		134,192,793		8.7%		(45,826,716)		69,322,681		7.5%		40,479,260		4.7%		57,771,809		86,305,976		-88.3%		(28,843,421)		58.4%		(77,048,051)		73,063,788		8.1%		(2,330,634)		-0.3%		(42,809,894)		74,717,417		3.0%		(75,394,422)		-3.2%		(132,411,104)		(202,132,857)		-20.4%		(141,008,266)		-16.3%		(138,677,631)		(8,597,162)		106.5%		61,124,592		69.8%		(255,285,871)		(59,746,388)		-2.1%		(102,859,639)		-4.0%		(90,831,943)		152,426,231		40.3%		(43,113,251)		172.2%				A5:A30001

		1		連結_01		(株)ｵｰｸﾈｯﾄ		111		300		経常利益						775,916,544		247,772,413		2.3%		613,660,732		6.3%		(162,255,811)		79.1%		365,888,319		247.7%		573,134,948		(155,313,047)		-3.0%		18,472,222		0.4%		(554,662,726)		3.2%		173,785,269		-11.9%		202,781,596		403,085,460		7.5%		595,188,510		12.0%		392,406,914		293.5%		192,103,050		147.7%		(40,093,258)		(94,014,978)		-11.5%		(94,968,713)		-12.9%		(54,875,455)		236.9%		(953,734)		101.0%		333,111,967		(85,373,189)		-10.2%		(102,948,873)		-13.2%		(7,980,160)		(436,060,840)		-30.9%		(17,575,684)		120.6%		(102,872,895)		400,580,768		41.8%		(57,121,303)		-6.5%		45,827,571		45,751,592		55.5%		(457,702,070)		-14.3%		190,145,814		221,192,600		8.5%		(255,038,888)		-10.6%		(445,184,702)		-134.1%		(476,231,488)		-115.3%		(72,308,846)		(56,602,589)		-6.4%		(102,951,770)		-13.1%		(45,830,467)		(30,642,924)		142.4%		(46,349,181)		181.9%		(71,716,719)		(84,318,543)		-10.1%		(84,111,875)		-10.4%		18,839,895		(12,395,156)		117.3%		206,668		99.8%		527,014,699		(235,584,514)		-26.4%		460,574,756		53.6%		544,686,632		(66,439,943)		87.4%		696,159,270		-195.5%		382,989,134		(376,505,647)		-14.4%		273,511,111		11.2%		528,549,999		(109,478,023)		71.4%		650,016,757		-77.4%		(49,804,100)		20,391,604		2.3%		14,783,254		1.8%		(445,791,502)		64,587,354		-30%		(5,608,351)		72.5%		(67,736,431)		(21,414,667)		-2.6%		70,529,003		8.9%		55,745,749		138,265,434		-104.1%		91,943,670		-329.3%		(17,959,460)		(139,823,257)		-16.2%		4,890,525		0.6%		(65,638,478)		22,849,985		-27.2%		144,713,782		-3.5%		(135,499,991)		(140,846,320)		-5.5%		90,202,781		3.7%		(183,308,329)		225,702,772		-66.6%		231,049,101		-67.8%		(47,345,245)		69,398,738		7.5%		44,821,433		5.2%		39,930,909		92,166,678		-94.7%		(24,577,305)		64.6%		(78,511,891)		72,914,845		8.1%		1,916,147		0.2%		(42,905,286)		80,428,038		-2.4%		(70,998,698)		2.6%		464,138,723		401,618,197		40.5%		458,248,148		52.9%		456,332,002		(5,890,574)		98.7%		56,629,951		114.1%		338,281,587		543,931,780		19.3%		504,985,729		19.9%		414,782,947		166,704,142		149.3%		(38,946,051)		92.8%				A5:A30001

		1		連結_01		(株)ｵｰｸﾈｯﾄ		126		400		税金等調整前当期純利益						812,194,364		247,772,413		2.3%		613,660,732		6.3%		(198,533,631)		75.6%		365,888,319		247.7%		530,260,782		(155,313,047)		-3.0%		18,472,222		0.4%		(511,788,560)		3.5%		173,785,269		-11.9%		281,933,582		403,085,460		7.5%		595,188,510		12.0%		313,254,928		211.1%		192,103,050		147.7%		(40,093,258)		(94,014,978)		-11.5%		(94,968,713)		-12.9%		(54,875,455)		236.9%		(953,734)		101.0%		333,111,967		(85,373,189)		-10.2%		(102,948,873)		-13.2%		(7,980,160)		(436,060,840)		-30.9%		(17,575,684)		120.6%		(128,918,529)		400,580,768		41.8%		(57,121,303)		-6.5%		45,827,571		71,797,226		44.3%		(457,702,070)		-14.3%		164,100,180		221,192,600		8.5%		(255,038,888)		-10.6%		(419,139,068)		-155.4%		(476,231,488)		-115.3%		(72,308,846)		(56,602,589)		-6.4%		(102,951,770)		-13.1%		(45,830,467)		(30,642,924)		142.4%		(46,349,181)		181.9%		(71,716,719)		(84,318,543)		-10.1%		(84,111,875)		-10.4%		18,839,895		(12,395,156)		117.3%		206,668		99.8%		510,186,167		(235,584,514)		-26.4%		460,574,756		53.6%		544,686,632		(49,611,411)		90.3%		696,159,270		-195.5%		366,160,602		(376,505,647)		-14.4%		273,511,111		11.2%		528,549,999		(92,649,491)		74.7%		650,016,757		-77.4%		(49,804,100)		20,391,604		2.3%		14,783,254		1.8%		(445,791,502)		64,587,354		-30%		(5,608,351)		72.5%		18,387,781		(21,414,667)		-2.6%		70,529,003		8.9%		55,745,749		52,141,222		383.6%		91,943,670		-329.3%		(24,931,686)		(139,823,257)		-16.2%		4,890,525		0.6%		(65,638,478)		29,822,211		-19.6%		144,713,782		-3.5%		(56,348,005)		(140,846,320)		-5.5%		90,202,781		3.7%		(183,308,329)		146,550,786		-160.1%		231,049,101		-67.8%		(47,345,245)		69,398,738		7.5%		44,821,433		5.2%		39,930,909		92,166,678		-94.7%		(24,577,305)		64.6%		(78,511,891)		72,914,845		8.1%		1,916,147		0.2%		(42,905,286)		80,428,038		-2.4%		(70,998,698)		2.6%		464,138,723		401,618,197		40.5%		458,248,148		52.9%		456,332,002		(5,890,574)		98.7%		56,629,951		114.1%		338,281,587		543,931,780		19.3%		504,985,729		19.9%		414,782,947		166,704,142		149.3%		(38,946,051)		92.8%				A5:A30001

		2		連結_02		(株)ｱｲｵｰｸ		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						3,553,870,591		3,972,498,000		100.0%		3,773,467,000		100.0%		219,596,409		106.2%		(199,031,000)		95.0%		1,825,195,619		2,013,447,000		100.0%		1,925,868,000		100.0%		100,672,381		105.5%		(87,579,000)		95.7%		1,728,674,972		1,959,051,000		100.0%		1,847,599,000		100.0%		118,924,028		106.9%		(111,452,000)		94.3%		270,555,407		316,414,000		100.0%		282,694,000		100.0%		12,138,593		104.5%		(33,720,000)		89.3%		303,558,155		343,114,000		100.0%		322,939,000		100.0%		40,245,000		19,380,845		106.4%		(20,175,000)		94.1%		349,114,640		353,087,000		100.0%		362,961,000		100.0%		40,022,000		13,846,360		104.0%		9,874,000		102.8%		923,228,202		1,012,615,000		100.0%		968,594,000		100.0%		45,365,798		104.9%		(44,021,000)		95.7%		314,375,787		341,004,000		100.0%		323,748,000		100.0%		(39,213,000)		9,372,213		103.0%		(17,256,000)		94.9%		287,764,151		319,264,000		100.0%		307,985,000		100.0%		(15,763,000)		20,220,849		107.0%		(11,279,000)		96.5%		299,827,479		340,564,000		100.0%		325,541,000		100.0%		17,556,000		25,713,521		108.6%		(15,023,000)		95.6%		901,967,417		1,000,832,000		100.0%		957,274,000		100.0%		(11,320,000)		55,306,583		106.1%		(43,558,000)		100.0%		300,217,176		336,514,000		100.0%		321,105,000		100.0%		(4,436,000)		20,887,824		107%		(15,409,000)		95.4%		270,730,579		306,276,000		100.0%		295,796,000		100.0%		(25,309,000)		25,065,421		109.3%		(10,480,000)		96.6%		297,039,855		334,677,000		100.0%		314,411,000		100.0%		18,615,000		17,371,145		105.8%		(20,266,000)		93.9%		867,987,610		977,467,000		100.0%		931,312,000		100.0%		(25,962,000)		63,324,390		107.3%		(46,155,000)		100.0%		294,667,746		332,009,000		100.0%		321,561,000		100.0%		7,150,000		26,893,254		109.1%		(10,448,000)		96.9%		301,585,616		338,177,000		100.0%		317,311,000		100.0%		(4,250,000)		15,725,384		105.2%		(20,866,000)		93.8%		264,434,000		311,398,000		100.0%		277,415,000		100.0%		(39,896,000)		12,981,000		104.9%		(33,983,000)		89.1%		860,687,362		981,584,000		100.0%		916,287,000		100.0%		(15,025,000)		55,599,638		106.5%		(65,297,000)		93.3%				b5:b30001

		2		連結_02		(株)ｱｲｵｰｸ		99		200		営業利益						1,158,826,601		1,194,454,000		30.1%		1,181,290,000		31.3%		22,463,399		101.9%		(13,164,000)		98.9%		601,802,522		609,261,000		30.3%		609,818,000		31.7%		8,015,478		101.3%		557,000		100.1%		557,024,079		585,193,000		29.9%		571,472,000		30.9%		14,447,921		102.6%		(13,721,000)		97.7%		83,383,645		90,997,000		28.8%		81,866,000		29.0%		(1,517,645)		98.2%		(9,131,000)		90.0%		101,669,667		106,025,000		30.9%		103,119,000		31.9%		21,253,000		1,449,333		101.4%		(2,906,000)		97.3%		121,699,738		109,193,000		30.9%		120,826,000		33.3%		17,707,000		(873,738)		99.3%		11,633,000		110.7%		306,753,050		306,215,000		30.2%		305,811,000		31.6%		(942,050)		99.7%		(404,000)		99.9%		101,187,677		105,204,000		30.9%		104,223,000		32.2%		(16,603,000)		3,035,323		103.0%		(981,000)		99.1%		91,239,994		94,840,000		29.7%		97,139,000		31.5%		(7,084,000)		5,899,006		106.5%		2,299,000		102.4%		102,621,801		103,002,000		30.2%		102,645,000		31.5%		5,506,000		23,199		100.0%		(357,000)		99.7%		295,049,472		303,046,000		30.3%		304,007,000		31.8%		(1,804,000)		8,957,528		103.0%		961,000		104.9%		99,026,810		103,034,000		30.6%		103,405,000		32.2%		760,000		4,378,190		104%		371,000		100.4%		85,254,386		88,588,000		28.9%		91,619,000		31.0%		(11,786,000)		6,364,614		107.5%		3,031,000		103.4%		100,067,113		100,472,000		30.0%		97,232,000		30.9%		5,613,000		(2,835,113)		97.2%		(3,240,000)		96.8%		284,348,309		292,094,000		29.9%		292,256,000		31.4%		(11,751,000)		7,907,691		102.8%		162,000		105.0%		93,991,844		101,139,000		30.5%		103,134,000		32.1%		5,902,000		9,142,156		109.7%		1,995,000		102.0%		98,576,926		102,242,000		30.2%		97,873,000		30.8%		(5,261,000)		(703,926)		99.3%		(4,369,000)		95.7%		80,107,000		89,718,000		28.8%		78,209,000		28.2%		(19,664,000)		(1,898,000)		97.6%		(11,509,000)		87.2%		272,675,770		293,099,000		29.9%		279,216,000		30.5%		(13,040,000)		6,540,230		102.4%		(13,883,000)		95.3%				b5:b30001

		2		連結_02		(株)ｱｲｵｰｸ		111		300		経常利益						1,169,242,124		1,196,054,002		30.1%		1,184,545,338		31.4%		15,303,214		101.3%		(11,508,664)		99.0%		607,980,846		610,461,000		30.3%		612,173,338		31.8%		4,192,492		100.7%		1,712,338		100.3%		561,261,278		585,593,002		29.9%		572,372,000		31.0%		11,110,722		102.0%		(13,221,002)		97.7%		83,624,981		91,330,333		28.9%		82,287,780		29.1%		(1,337,201)		98.4%		(9,042,553)		90.1%		101,795,012		106,358,333		31.0%		103,514,479		32.1%		21,226,699		1,719,467		101.7%		(2,843,854)		97.3%		124,426,806		109,526,333		31.0%		121,247,780		33.4%		17,733,301		(3,179,026)		97.4%		11,721,447		110.7%		309,846,799		307,214,999		30.3%		307,050,039		31.7%		(2,796,760)		99.1%		(164,960)		99.9%		101,338,413		105,270,667		30.9%		104,636,013		32.3%		(16,611,767)		3,297,600		103.3%		(634,654)		99.4%		91,525,855		94,906,667		29.7%		97,560,780		31.7%		(7,075,233)		6,034,925		106.6%		2,654,113		102.8%		105,269,779		103,068,667		30.3%		102,926,506		31.6%		5,365,726		(2,343,273)		97.8%		(142,161)		99.9%		298,134,047		303,246,001		30.3%		305,123,299		31.9%		(1,926,740)		6,989,252		102.3%		1,877,298		105.2%		99,177,375		103,100,667		30.6%		103,555,000		32.2%		628,494		4,377,625		104%		454,333		100.4%		85,432,536		88,654,667		28.9%		91,769,000		31.0%		(11,786,000)		6,336,464		107.4%		3,114,333		103.5%		102,174,088		100,538,667		30.0%		97,382,000		31.0%		5,613,000		(4,792,088)		95.3%		(3,156,667)		96.9%		286,783,999		292,294,001		29.9%		292,706,000		31.4%		(12,417,299)		5,922,001		102.1%		411,999		105.1%		94,855,320		101,205,667		30.5%		103,284,000		32.1%		5,902,000		8,428,680		108.9%		2,078,333		102.1%		99,364,959		102,308,667		30.3%		98,023,000		30.9%		(5,261,000)		(1,341,959)		98.6%		(4,285,667)		95.8%		80,257,000		89,784,667		28.8%		78,359,000		28.2%		(19,664,000)		(1,898,000)		97.6%		(11,425,667)		87.3%		274,477,279		293,299,001		29.9%		279,666,000		30.5%		(13,040,000)		5,188,721		101.9%		(13,633,001)		95.4%				b5:b30001

		2		連結_02		(株)ｱｲｵｰｸ		126		400		税金等調整前当期純利益						1,229,242,124		1,196,054,002		30.1%		1,184,545,338		31.4%		(44,696,786)		96.4%		(11,508,664)		99.0%		607,980,846		610,461,000		30.3%		612,173,338		31.8%		4,192,492		100.7%		1,712,338		100.3%		621,261,278		585,593,002		29.9%		572,372,000		31.0%		(48,889,278)		92.1%		(13,221,002)		97.7%		83,624,981		91,330,333		28.9%		82,287,780		29.1%		(1,337,201)		98.4%		(9,042,553)		90.1%		101,795,012		106,358,333		31.0%		103,514,479		32.1%		21,226,699		1,719,467		101.7%		(2,843,854)		97.3%		124,426,806		109,526,333		31.0%		121,247,780		33.4%		17,733,301		(3,179,026)		97.4%		11,721,447		110.7%		309,846,799		307,214,999		30.3%		307,050,039		31.7%		(2,796,760)		99.1%		(164,960)		99.9%		101,338,413		105,270,667		30.9%		104,636,013		32.3%		(16,611,767)		3,297,600		103.3%		(634,654)		99.4%		91,525,855		94,906,667		29.7%		97,560,780		31.7%		(7,075,233)		6,034,925		106.6%		2,654,113		102.8%		105,269,779		103,068,667		30.3%		102,926,506		31.6%		5,365,726		(2,343,273)		97.8%		(142,161)		99.9%		298,134,047		303,246,001		30.3%		305,123,299		31.9%		(1,926,740)		6,989,252		102.3%		1,877,298		105.2%		99,177,375		103,100,667		30.6%		103,555,000		32.2%		628,494		4,377,625		104%		454,333		100.4%		85,432,536		88,654,667		28.9%		91,769,000		31.0%		(11,786,000)		6,336,464		107.4%		3,114,333		103.5%		102,174,088		100,538,667		30.0%		97,382,000		31.0%		5,613,000		(4,792,088)		95.3%		(3,156,667)		96.9%		286,783,999		292,294,001		29.9%		292,706,000		31.4%		(12,417,299)		5,922,001		102.1%		411,999		105.1%		94,855,320		101,205,667		30.5%		103,284,000		32.1%		5,902,000		8,428,680		108.9%		2,078,333		102.1%		99,364,959		102,308,667		30.3%		98,023,000		30.9%		(5,261,000)		(1,341,959)		98.6%		(4,285,667)		95.8%		140,257,000		89,784,667		28.8%		78,359,000		28.2%		(19,664,000)		(61,898,000)		55.9%		(11,425,667)		87.3%		334,477,279		293,299,001		29.9%		279,666,000		30.5%		(13,040,000)		(54,811,279)		83.6%		(13,633,001)		95.4%				b5:b30001

		3		連結_03		(株)AIS		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						2,437,268,480		2,272,485,650		100.0%		2,526,136,300		100.0%		88,867,820		103.6%		253,650,650		111.2%		1,230,398,744		1,129,995,000		100.0%		1,269,589,050		100.0%		39,190,306		103.2%		139,594,050		112.4%		1,206,869,736		1,142,490,650		100.0%		1,256,547,250		100.0%		49,677,514		104.1%		114,056,600		110.0%		174,934,667		170,413,700		100.0%		181,123,450		100.0%		6,188,783		103.5%		10,709,750		106.3%		205,647,578		191,206,450		100.0%		217,487,500		100.0%		36,364,050		11,839,922		105.8%		26,281,050		113.7%		257,433,176		212,383,200		100.0%		257,106,000		100.0%		39,618,500		(327,176)		99.9%		44,722,800		121.1%		638,015,421		574,003,350		100.0%		655,716,950		100.0%		17,701,529		102.8%		81,713,600		114.2%		204,009,814		203,538,150		100.0%		211,775,050		100.0%		(45,330,950)		7,765,236		103.8%		8,236,900		104.0%		182,417,232		164,662,550		100.0%		191,513,000		100.0%		(20,262,050)		9,095,768		105.0%		26,850,450		116.3%		205,956,277		187,790,950		100.0%		210,584,050		100.0%		19,071,050		4,627,773		102.2%		22,793,100		112.1%		592,383,323		555,991,650		100.0%		613,872,100		100.0%		(41,844,850)		21,488,777		103.6%		57,880,450		100.0%		213,944,007		202,860,550		100.0%		221,472,450		100.0%		10,888,400		7,528,443		104%		18,611,900		109.2%		175,477,304		168,891,250		100.0%		182,186,200		100.0%		(39,286,250)		6,708,896		103.8%		13,294,950		107.9%		201,237,534		189,646,150		100.0%		211,514,850		100.0%		29,328,650		10,277,316		105.1%		21,868,700		111.5%		590,658,845		561,397,950		100.0%		615,173,500		100.0%		1,301,400		24,514,655		104.2%		53,775,550		100.0%		219,663,055		216,515,100		100.0%		223,463,150		100.0%		11,948,300		3,800,095		101.7%		6,948,050		103.2%		210,015,186		190,170,350		100.0%		217,240,200		100.0%		(6,222,950)		7,225,014		103.4%		27,069,850		114.2%		186,532,650		174,407,250		100.0%		200,670,400		100.0%		(16,569,800)		14,137,750		107.6%		26,263,150		115.1%		616,210,891		581,092,700		100.0%		641,373,750		100.0%		26,200,250		25,162,859		104.1%		60,281,050		110.4%				c5:c30001

		3		連結_03		(株)AIS		99		200		営業利益						281,692,167		140,044,250		6.2%		271,864,900		10.8%		(9,827,267)		96.5%		131,820,650		194.1%		166,200,190		65,998,800		5.8%		137,503,400		10.8%		(28,696,790)		82.7%		71,504,600		208.3%		115,491,977		74,045,450		6.5%		134,361,500		10.7%		18,869,523		116.3%		60,316,050		181.5%		8,519,689		(687,500)		-0.4%		3,184,900		1.8%		(5,334,789)		37.4%		3,872,400		-463.3%		36,540,328		20,709,250		10.8%		33,871,500		15.6%		30,686,600		(2,668,828)		92.7%		13,162,250		163.6%		71,116,057		29,723,000		14.0%		56,892,100		22.1%		23,020,600		(14,223,957)		80.0%		27,169,100		191.4%		116,176,074		49,744,750		8.7%		93,948,500		14.3%		(22,227,574)		80.9%		44,203,750		188.9%		21,580,297		14,986,950		7.4%		19,902,800		9.4%		(36,989,300)		(1,677,497)		92.2%		4,915,850		132.8%		10,205,911		(1,196,650)		-0.7%		11,865,450		6.2%		(8,037,350)		1,659,539		116.3%		13,062,100		-991.6%		18,237,908		2,463,750		1.3%		11,786,650		5.6%		(78,800)		(6,451,258)		64.6%		9,322,900		478.4%		50,024,116		16,254,050		2.9%		43,554,900		7.1%		(50,393,600)		(6,469,216)		87.1%		27,300,850		242.7%		32,611,375		22,392,350		11.0%		32,560,300		14.7%		20,773,650		(51,075)		100%		10,167,950		145.4%		(254,394)		2,025,050		1.2%		6,090,000		3.3%		(26,470,300)		6,344,394		-2393.9%		4,064,950		300.7%		19,121,308		11,171,950		5.9%		24,377,850		11.5%		18,287,850		5,256,542		127.5%		13,205,900		218.2%		51,478,289		35,589,350		6.3%		63,028,150		10.2%		19,473,250		11,549,861		122.4%		27,438,800		161.6%		35,674,102		32,850,900		15.2%		32,550,750		14.6%		8,172,900		(3,123,352)		91.2%		(300,150)		99.1%		26,832,736		14,020,150		7.4%		30,355,200		14.0%		(2,195,550)		3,522,464		113.1%		16,335,050		216.5%		1,506,850		(8,414,950)		-4.8%		8,427,400		4.2%		(21,927,800)		6,920,550		559.3%		16,842,350		-100.1%		64,013,688		38,456,100		6.6%		71,333,350		11.1%		8,305,200		7,319,662		111.4%		32,877,250		185.5%				c5:c30001

		3		連結_03		(株)AIS		111		300		経常利益						282,533,208		140,294,250		6.2%		272,344,900		10.8%		(10,188,308)		96.4%		132,050,650		194.1%		166,403,480		66,048,800		5.8%		137,648,400		10.8%		(28,755,080)		82.7%		71,599,600		208.4%		116,129,728		74,245,450		6.5%		134,696,500		10.7%		18,566,772		116.0%		60,451,050		181.4%		8,546,856		(687,500)		-0.4%		3,208,400		1.8%		(5,338,456)		37.5%		3,895,900		-466.7%		36,578,978		20,759,250		10.9%		33,899,000		15.6%		30,690,600		(2,679,978)		92.7%		13,139,750		163.3%		71,141,152		29,723,000		14.0%		56,915,600		22.1%		23,016,600		(14,225,552)		80.0%		27,192,600		191.5%		116,266,986		49,794,750		8.7%		94,023,000		14.3%		(22,243,986)		80.9%		44,228,250		188.8%		21,618,327		14,986,950		7.4%		19,926,300		9.4%		(36,989,300)		(1,692,027)		92.2%		4,939,350		133.0%		10,238,334		(1,196,650)		-0.7%		11,888,950		6.2%		(8,037,350)		1,650,616		116.1%		13,085,600		-993.5%		18,279,833		2,463,750		1.3%		11,810,150		5.6%		(78,800)		(6,469,683)		64.6%		9,346,400		479.4%		50,136,494		16,254,050		2.9%		43,625,400		7.1%		(50,397,600)		(6,511,094)		87.0%		27,371,350		243.1%		32,866,477		22,542,350		11.1%		32,773,800		14.8%		20,963,650		(92,677)		100%		10,231,450		145.4%		(175,565)		2,075,050		1.2%		6,117,500		3.4%		(26,656,300)		6,293,065		-3484.5%		4,042,450		294.8%		19,163,675		11,171,950		5.9%		24,401,350		11.5%		18,283,850		5,237,675		127.3%		13,229,400		218.4%		51,854,587		35,789,350		6.4%		63,292,650		10.3%		19,667,250		11,438,063		122.1%		27,503,300		161.4%		35,845,884		32,850,900		15.2%		32,574,250		14.6%		8,172,900		(3,271,634)		90.9%		(276,650)		99.2%		26,884,407		14,020,150		7.4%		30,378,700		14.0%		(2,195,550)		3,494,293		113.0%		16,358,550		216.7%		1,544,850		(8,414,950)		-4.8%		8,450,900		4.2%		(21,927,800)		6,906,050		547.0%		16,865,850		-100.4%		64,275,141		38,456,100		6.6%		71,403,850		11.1%		8,111,200		7,128,709		111.1%		32,947,750		185.7%				c5:c30001

		3		連結_03		(株)AIS		126		400		税金等調整前当期純利益						282,533,208		140,294,250		6.2%		272,344,900		10.8%		(10,188,308)		96.4%		132,050,650		194.1%		166,403,480		66,048,800		5.8%		137,648,400		10.8%		(28,755,080)		82.7%		71,599,600		208.4%		116,129,728		74,245,450		6.5%		134,696,500		10.7%		18,566,772		116.0%		60,451,050		181.4%		8,546,856		(687,500)		-0.4%		3,208,400		1.8%		(5,338,456)		37.5%		3,895,900		-466.7%		36,578,978		20,759,250		10.9%		33,899,000		15.6%		30,690,600		(2,679,978)		92.7%		13,139,750		163.3%		71,141,152		29,723,000		14.0%		56,915,600		22.1%		23,016,600		(14,225,552)		80.0%		27,192,600		191.5%		116,266,986		49,794,750		8.7%		94,023,000		14.3%		(22,243,986)		80.9%		44,228,250		188.8%		21,618,327		14,986,950		7.4%		19,926,300		9.4%		(36,989,300)		(1,692,027)		92.2%		4,939,350		133.0%		10,238,334		(1,196,650)		-0.7%		11,888,950		6.2%		(8,037,350)		1,650,616		116.1%		13,085,600		-993.5%		18,279,833		2,463,750		1.3%		11,810,150		5.6%		(78,800)		(6,469,683)		64.6%		9,346,400		479.4%		50,136,494		16,254,050		2.9%		43,625,400		7.1%		(50,397,600)		(6,511,094)		87.0%		27,371,350		243.1%		32,866,477		22,542,350		11.1%		32,773,800		14.8%		20,963,650		(92,677)		100%		10,231,450		145.4%		(175,565)		2,075,050		1.2%		6,117,500		3.4%		(26,656,300)		6,293,065		-3484.5%		4,042,450		294.8%		19,163,675		11,171,950		5.9%		24,401,350		11.5%		18,283,850		5,237,675		127.3%		13,229,400		218.4%		51,854,587		35,789,350		6.4%		63,292,650		10.3%		19,667,250		11,438,063		122.1%		27,503,300		161.4%		35,845,884		32,850,900		15.2%		32,574,250		14.6%		8,172,900		(3,271,634)		90.9%		(276,650)		99.2%		26,884,407		14,020,150		7.4%		30,378,700		14.0%		(2,195,550)		3,494,293		113.0%		16,358,550		216.7%		1,544,850		(8,414,950)		-4.8%		8,450,900		4.2%		(21,927,800)		6,906,050		547.0%		16,865,850		-100.4%		64,275,141		38,456,100		6.6%		71,403,850		11.1%		8,111,200		7,128,709		111.1%		32,947,750		185.7%				c5:c30001

		4		連結_04		(株)ﾗﾝﾏｰﾄ		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						802,315,181		1,015,600,000		100.0%		888,800,000		100.0%		86,484,819		110.8%		(126,800,000)		87.5%		397,437,440		510,800,000		100.0%		438,400,000		100.0%		40,962,560		110.3%		(72,400,000)		85.8%		404,877,741		504,800,000		100.0%		450,400,000		100.0%		45,522,259		111.2%		(54,400,000)		89.2%		58,544,471		82,900,000		100.0%		65,400,000		100.0%		6,855,529		111.7%		(17,500,000)		78.9%		61,467,187		90,900,000		100.0%		70,400,000		100.0%		5,000,000		8,932,813		114.5%		(20,500,000)		77.4%		95,911,485		112,900,000		100.0%		101,400,000		100.0%		31,000,000		5,488,515		105.7%		(11,500,000)		89.8%		215,923,143		286,700,000		100.0%		237,200,000		100.0%		21,276,857		109.9%		(49,500,000)		82.7%		61,921,157		78,300,000		100.0%		69,400,000		100.0%		(32,000,000)		7,478,843		112.1%		(8,900,000)		88.6%		57,690,264		72,900,000		100.0%		64,400,000		100.0%		(5,000,000)		6,709,736		111.6%		(8,500,000)		88.3%		61,902,876		72,900,000		100.0%		67,400,000		100.0%		3,000,000		5,497,124		108.9%		(5,500,000)		92.5%		181,514,297		224,100,000		100.0%		201,200,000		100.0%		(36,000,000)		19,685,703		110.8%		(22,900,000)		100.0%		59,251,679		77,900,000		100.0%		64,400,000		100.0%		(3,000,000)		5,148,321		109%		(13,500,000)		82.7%		63,379,689		72,900,000		100.0%		71,400,000		100.0%		7,000,000		8,020,311		112.7%		(1,500,000)		97.9%		63,051,895		82,900,000		100.0%		69,400,000		100.0%		(2,000,000)		6,348,105		110.1%		(13,500,000)		83.7%		185,683,263		233,700,000		100.0%		205,200,000		100.0%		4,000,000		19,516,737		110.5%		(28,500,000)		100.0%		66,335,934		93,300,000		100.0%		74,400,000		100.0%		5,000,000		8,064,066		112.2%		(18,900,000)		79.7%		73,121,544		87,900,000		100.0%		83,400,000		100.0%		9,000,000		10,278,456		114.1%		(4,500,000)		94.9%		79,737,000		89,900,000		100.0%		87,400,000		100.0%		4,000,000		7,663,000		109.6%		(2,500,000)		97.2%		219,194,478		271,100,000		100.0%		245,200,000		100.0%		40,000,000		26,005,522		111.9%		(25,900,000)		90.4%				d5:d30001

		4		連結_04		(株)ﾗﾝﾏｰﾄ		99		200		営業利益						(13,242,391)		5,252,000		0.5%		2,610,000		0.3%		15,852,391		-19.7%		(2,642,000)		49.7%		(7,038,848)		2,196,000		0.4%		(260,000)		-0.1%		6,778,848		3.7%		(2,456,000)		-11.8%		(6,203,543)		3,056,000		0.6%		2,870,000		0.6%		9,073,543		-46.3%		(186,000)		93.9%		(2,542,418)		1,000		0.0%		(1,055,000)		-1.6%		1,487,418		41.5%		(1,056,000)		-105500.0%		(1,653,708)		1,001,000		1.1%		(405,000)		-0.6%		650,000		1,248,708		24.5%		(1,406,000)		-40.5%		2,855,418		3,751,000		3.3%		3,615,000		3.6%		4,020,000		759,582		126.6%		(136,000)		96.4%		(1,340,708)		4,753,000		1.7%		2,155,000		0.9%		3,495,708		-160.7%		(2,598,000)		45.3%		(1,643,644)		(269,000)		-0.3%		(605,000)		-0.9%		(4,220,000)		1,038,644		36.8%		(336,000)		224.9%		(2,119,860)		(1,069,000)		-1.5%		(1,025,000)		-1.6%		(420,000)		1,094,860		48.4%		44,000		95.9%		(1,934,636)		(1,219,000)		-1.7%		(785,000)		-1.2%		240,000		1,149,636		40.6%		434,000		64.4%		(5,698,140)		(2,557,000)		-1.1%		(2,415,000)		-1.2%		(4,570,000)		3,283,140		42.4%		142,000		105.2%		(1,914,697)		(19,000)		-0.0%		(595,000)		-0.9%		190,000		1,319,697		31%		(576,000)		3131.6%		(733,675)		(1,109,000)		-1.5%		(165,000)		-0.2%		430,000		568,675		22.5%		944,000		14.9%		(780,253)		361,000		0.4%		(185,000)		-0.3%		(20,000)		595,253		23.7%		(546,000)		-51.2%		(3,428,625)		(767,000)		-0.3%		(945,000)		-0.5%		1,470,000		2,483,625		27.6%		(178,000)		140.3%		(1,051,727)		1,671,000		1.8%		135,000		0.2%		320,000		1,186,727		-12.8%		(1,536,000)		8.1%		(1,162,191)		631,000		0.7%		1,255,000		1.5%		1,120,000		2,417,191		-108.0%		624,000		198.9%		(561,000)		1,521,000		1.7%		2,425,000		2.8%		1,170,000		2,986,000		-432.3%		904,000		159.4%		(2,774,918)		3,823,000		1.4%		3,815,000		1.6%		4,760,000		6,589,918		-137.5%		(8,000)		99.8%				d5:d30001

		4		連結_04		(株)ﾗﾝﾏｰﾄ		111		300		経常利益						(13,387,789)		5,079,996		0.5%		2,438,003		0.3%		15,825,792		-18.2%		(2,641,993)		48.0%		(7,137,296)		2,109,998		0.4%		(344,683)		-0.1%		6,792,613		4.8%		(2,454,681)		-16.3%		(6,250,493)		2,969,998		0.6%		2,782,686		0.6%		9,033,179		-44.5%		(187,312)		93.7%		(2,534,530)		(13,667)		-0.0%		(1,070,178)		-1.6%		1,464,352		42.2%		(1,056,511)		7830.4%		(1,645,386)		988,333		1.1%		(415,547)		-0.6%		654,631		1,229,839		25.3%		(1,403,880)		-42.0%		2,775,164		3,736,333		3.3%		3,599,822		3.6%		4,015,369		824,658		129.7%		(136,511)		96.3%		(1,404,752)		4,710,999		1.6%		2,114,097		0.9%		3,518,849		-150.5%		(2,596,902)		44.9%		(1,636,116)		(283,667)		-0.4%		(619,301)		-0.9%		(4,219,123)		1,016,815		37.9%		(335,634)		218.3%		(2,089,304)		(1,083,667)		-1.5%		(1,040,178)		-1.6%		(420,877)		1,049,126		49.8%		43,489		96.0%		(2,007,124)		(1,233,667)		-1.7%		(799,301)		-1.2%		240,877		1,207,823		39.8%		434,366		64.8%		(5,732,544)		(2,601,001)		-1.2%		(2,458,780)		-1.2%		(4,572,877)		3,273,764		42.9%		142,221		105.3%		(1,907,527)		(33,667)		-0.0%		(610,178)		-0.9%		189,123		1,297,349		32%		(576,511)		1812.4%		(726,360)		(1,121,667)		-1.5%		(178,178)		-0.2%		432,000		548,182		24.5%		943,489		15.9%		(857,448)		346,333		0.4%		(199,301)		-0.3%		(21,123)		658,147		23.2%		(545,634)		-57.5%		(3,491,335)		(809,001)		-0.3%		(987,657)		-0.5%		1,471,123		2,503,678		28.3%		(178,656)		139.0%		(1,039,302)		1,656,333		1.8%		119,822		0.2%		319,123		1,159,124		-11.5%		(1,536,511)		7.2%		(1,158,856)		616,333		0.7%		1,240,699		1.5%		1,120,877		2,399,555		-107.1%		624,366		201.3%		(561,000)		1,506,333		1.7%		2,409,822		2.8%		1,169,123		2,970,822		-429.6%		903,489		160.0%		(2,759,158)		3,778,999		1.4%		3,770,343		1.5%		4,758,000		6,529,501		-136.6%		(8,656)		99.8%				d5:d30001

		4		連結_04		(株)ﾗﾝﾏｰﾄ		126		400		税金等調整前当期純利益						(17,399,158)		5,079,996		0.5%		2,438,003		0.3%		19,837,161		-14.0%		(2,641,993)		48.0%		(7,848,269)		2,109,998		0.4%		(344,683)		-0.1%		7,503,586		4.4%		(2,454,681)		-16.3%		(9,550,889)		2,969,998		0.6%		2,782,686		0.6%		12,333,575		-29.1%		(187,312)		93.7%		(2,534,530)		(13,667)		-0.0%		(1,070,178)		-1.6%		1,464,352		42.2%		(1,056,511)		7830.4%		(1,645,386)		988,333		1.1%		(415,547)		-0.6%		654,631		1,229,839		25.3%		(1,403,880)		-42.0%		2,895,164		3,736,333		3.3%		3,599,822		3.6%		4,015,369		704,658		124.3%		(136,511)		96.3%		(1,284,752)		4,710,999		1.6%		2,114,097		0.9%		3,398,849		-164.6%		(2,596,902)		44.9%		(1,636,116)		(283,667)		-0.4%		(619,301)		-0.9%		(4,219,123)		1,016,815		37.9%		(335,634)		218.3%		(2,089,304)		(1,083,667)		-1.5%		(1,040,178)		-1.6%		(420,877)		1,049,126		49.8%		43,489		96.0%		(2,838,097)		(1,233,667)		-1.7%		(799,301)		-1.2%		240,877		2,038,796		28.2%		434,366		64.8%		(6,563,517)		(2,601,001)		-1.2%		(2,458,780)		-1.2%		(4,572,877)		4,104,737		37.5%		142,221		105.3%		(1,907,527)		(33,667)		-0.0%		(610,178)		-0.9%		189,123		1,297,349		32%		(576,511)		1812.4%		(726,360)		(1,121,667)		-1.5%		(178,178)		-0.2%		432,000		548,182		24.5%		943,489		15.9%		(4,157,844)		346,333		0.4%		(199,301)		-0.3%		(21,123)		3,958,543		4.8%		(545,634)		-57.5%		(6,791,731)		(809,001)		-0.3%		(987,657)		-0.5%		1,471,123		5,804,074		14.5%		(178,656)		139.0%		(1,039,302)		1,656,333		1.8%		119,822		0.2%		319,123		1,159,124		-11.5%		(1,536,511)		7.2%		(1,158,856)		616,333		0.7%		1,240,699		1.5%		1,120,877		2,399,555		-107.1%		624,366		201.3%		(561,000)		1,506,333		1.7%		2,409,822		2.8%		1,169,123		2,970,822		-429.6%		903,489		160.0%		(2,759,158)		3,778,999		1.4%		3,770,343		1.5%		4,758,000		6,529,501		-136.6%		(8,656)		99.8%				d5:d30001

		5		連結_05		(株)AS&S		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						196,891,100		208,222,200		100.0%		186,734,400		100.0%		(10,156,700)		94.8%		(21,487,800)		89.7%		98,764,600		102,715,800		100.0%		93,724,800		100.0%		(5,039,800)		94.9%		(8,991,000)		91.2%		98,126,500		105,506,400		100.0%		93,009,600		100.0%		(5,116,900)		94.8%		(12,496,800)		88.2%		14,834,200		15,996,200		100.0%		14,371,000		100.0%		(463,200)		96.9%		(1,625,200)		89.8%		15,492,200		16,206,400		100.0%		15,396,400		100.0%		1,025,400		(95,800)		99.4%		(810,000)		95.0%		16,566,500		18,062,000		100.0%		16,111,600		100.0%		715,200		(454,900)		97.3%		(1,950,400)		89.2%		46,892,900		50,264,600		100.0%		45,879,000		100.0%		(1,013,900)		97.8%		(4,385,600)		91.3%		17,571,500		17,735,800		100.0%		15,932,800		100.0%		(178,800)		(1,638,700)		90.7%		(1,803,000)		89.8%		16,993,000		17,615,000		100.0%		16,111,600		100.0%		178,800		(881,400)		94.8%		(1,503,400)		91.5%		17,307,200		17,100,400		100.0%		15,801,400		100.0%		(310,200)		(1,505,800)		91.3%		(1,299,000)		92.4%		51,871,700		52,451,200		100.0%		47,845,800		100.0%		1,966,800		(4,025,900)		92.2%		(4,605,400)		100.0%		18,667,600		17,793,800		100.0%		15,712,000		100.0%		(89,400)		(2,955,600)		84%		(2,081,800)		88.3%		15,029,200		17,825,200		100.0%		15,485,800		100.0%		(226,200)		456,600		103.0%		(2,339,400)		86.9%		16,195,100		16,532,600		100.0%		15,754,000		100.0%		268,200		(441,100)		97.3%		(778,600)		95.3%		49,891,900		52,151,600		100.0%		46,951,800		100.0%		(894,000)		(2,940,100)		94.1%		(5,199,800)		100.0%		15,413,800		17,914,600		100.0%		15,396,400		100.0%		(357,600)		(17,400)		99.9%		(2,518,200)		85.9%		17,005,000		17,615,000		100.0%		15,575,200		100.0%		178,800		(1,429,800)		91.6%		(2,039,800)		88.4%		15,815,800		17,825,200		100.0%		15,086,200		100.0%		(489,000)		(729,600)		95.4%		(2,739,000)		84.6%		48,234,600		53,354,800		100.0%		46,057,800		100.0%		(894,000)		(2,176,800)		95.5%		(7,297,000)		86.3%				e5:e30001

		5		連結_05		(株)AS&S		99		200		営業利益						1,504,091		11,298,453		5.4%		(10,802,646)		-5.8%		(12,306,737)		-718.2%		(22,101,099)		-95.6%		(1,744,305)		6,026,657		5.9%		(5,121,541)		-5.5%		(3,377,236)		293.6%		(11,148,198)		-85.0%		3,248,396		5,271,796		5.0%		(5,681,104)		-6.1%		(8,929,501)		-174.9%		(10,952,900)		-107.8%		(1,423,715)		(1,509,950)		-9.4%		(1,845,746)		-12.8%		(422,031)		129.6%		(335,796)		122.2%		(658,391)		456,000		2.8%		(627,315)		-4.1%		1,218,431		31,076		95.3%		(1,083,315)		-137.6%		369,979		2,243,881		12.4%		223,204		1.4%		850,519		(146,775)		60.3%		(2,020,677)		9.9%		(1,712,127)		1,189,931		2.4%		(2,249,857)		-4.9%		(537,730)		131.4%		(3,439,788)		-189.1%		514,254		1,742,202		9.8%		(1,290,906)		-8.1%		(1,514,110)		(1,805,160)		-251.0%		(3,033,108)		-74.1%		197,394		1,629,480		9.3%		(6,053)		-0.0%		1,284,852		(203,447)		-3.1%		(1,635,533)		-0.4%		(743,826)		1,465,044		8.6%		(1,574,725)		-10.0%		(1,568,672)		(830,899)		211.7%		(3,039,769)		-107.5%		(32,178)		4,836,726		9.2%		(2,871,684)		-6.0%		(621,827)		(2,839,506)		8924.4%		(7,708,410)		-65.1%		2,749,392		1,489,312		8.4%		(982,144)		-6.3%		592,581		(3,731,536)		-36%		(2,471,456)		-65.9%		(535,689)		1,216,398		6.8%		(238,731)		-1.5%		743,413		296,958		44.6%		(1,455,129)		-19.6%		744,555		494,385		3.0%		(272,632)		-1.7%		(33,901)		(1,017,187)		-36.6%		(767,017)		-55.1%		2,958,258		3,200,095		6.1%		(1,493,508)		-3.2%		1,378,176		(4,451,766)		-50.5%		(4,693,603)		-51.8%		(14,167)		1,245,980		7.0%		(1,076,131)		-7.0%		(803,499)		(1,061,964)		7596.0%		(2,322,111)		-86.4%		2,005,315		1,033,850		5.9%		(477,331)		-3.1%		598,800		(2,482,646)		-23.8%		(1,511,181)		-46.2%		(1,701,010)		(208,129)		-1.2%		(2,634,133)		-17.5%		(2,156,802)		(933,123)		154.9%		(2,426,004)		1265.6%		290,138		2,071,701		3.9%		(4,187,596)		-9.1%		(2,694,088)		(4,477,734)		-1443.3%		(6,259,297)		-202.1%				e5:e30001

		5		連結_05		(株)AS&S		111		300		経常利益						2,401,012		12,418,453		6.0%		(9,629,966)		-5.2%		(12,030,978)		-401.1%		(22,048,419)		-77.5%		(1,130,860)		6,586,657		6.4%		(4,513,461)		-4.8%		(3,382,601)		399.1%		(11,100,118)		-68.5%		3,531,872		5,831,796		5.5%		(5,116,504)		-5.5%		(8,648,377)		-144.9%		(10,948,300)		-87.7%		(1,423,715)		(1,416,617)		-8.9%		(1,750,623)		-12.2%		(326,908)		123.0%		(334,006)		123.6%		(657,242)		549,333		3.4%		(541,398)		-3.5%		1,209,225		115,844		82.4%		(1,090,731)		-98.6%		698,829		2,337,214		12.9%		371,013		2.3%		912,411		(327,816)		53.1%		(1,966,201)		15.9%		(1,382,128)		1,469,931		2.9%		(1,921,008)		-4.2%		(538,880)		139.0%		(3,390,939)		-130.7%		518,468		1,835,535		10.3%		(1,198,852)		-7.5%		(1,569,865)		(1,717,320)		-231.2%		(3,034,387)		-65.3%		197,394		1,722,813		9.8%		89,070		0.6%		1,287,921		(108,324)		45.1%		(1,633,744)		5.2%		(464,594)		1,558,377		9.1%		(1,482,671)		-9.4%		(1,571,741)		(1,018,077)		319.1%		(3,041,048)		-95.1%		251,268		5,116,726		9.8%		(2,592,453)		-5.4%		(671,445)		(2,843,721)		-1031.7%		(7,709,179)		-55.5%		2,749,392		1,582,645		8.9%		(887,021)		-5.6%		595,650		(3,636,413)		-32%		(2,469,667)		-56.0%		(534,513)		1,309,731		7.3%		(143,608)		-0.9%		743,413		390,905		26.9%		(1,453,340)		-11.0%		1,026,855		587,718		3.6%		(180,578)		-1.1%		(36,970)		(1,207,433)		-17.6%		(768,297)		-30.7%		3,241,734		3,480,095		6.7%		(1,211,208)		-2.6%		1,381,245		(4,452,942)		-37.4%		(4,691,303)		-38.7%		(14,167)		1,339,313		7.5%		(981,008)		-6.4%		(800,430)		(966,841)		6924.6%		(2,320,322)		-73.2%		2,005,315		1,127,183		6.4%		(385,277)		-2.5%		595,731		(2,390,592)		-19.2%		(1,512,461)		-34.2%		(1,701,010)		(114,796)		-0.6%		(2,539,010)		-16.8%		(2,153,733)		(838,000)		149.3%		(2,424,214)		2211.8%		290,138		2,351,701		4.4%		(3,905,296)		-8.5%		(2,694,088)		(4,195,434)		-1346.0%		(6,256,997)		-166.1%				e5:e30001

		5		連結_05		(株)AS&S		126		400		税金等調整前当期純利益						2,401,012		12,418,453		6.0%		(9,629,966)		-5.2%		(12,030,978)		-401.1%		(22,048,419)		-77.5%		(1,130,860)		6,586,657		6.4%		(4,513,461)		-4.8%		(3,382,601)		399.1%		(11,100,118)		-68.5%		3,531,872		5,831,796		5.5%		(5,116,504)		-5.5%		(8,648,377)		-144.9%		(10,948,300)		-87.7%		(1,423,715)		(1,416,617)		-8.9%		(1,750,623)		-12.2%		(326,908)		123.0%		(334,006)		123.6%		(657,242)		549,333		3.4%		(541,398)		-3.5%		1,209,225		115,844		82.4%		(1,090,731)		-98.6%		698,829		2,337,214		12.9%		371,013		2.3%		912,411		(327,816)		53.1%		(1,966,201)		15.9%		(1,382,128)		1,469,931		2.9%		(1,921,008)		-4.2%		(538,880)		139.0%		(3,390,939)		-130.7%		518,468		1,835,535		10.3%		(1,198,852)		-7.5%		(1,569,865)		(1,717,320)		-231.2%		(3,034,387)		-65.3%		197,394		1,722,813		9.8%		89,070		0.6%		1,287,921		(108,324)		45.1%		(1,633,744)		5.2%		(464,594)		1,558,377		9.1%		(1,482,671)		-9.4%		(1,571,741)		(1,018,077)		319.1%		(3,041,048)		-95.1%		251,268		5,116,726		9.8%		(2,592,453)		-5.4%		(671,445)		(2,843,721)		-1031.7%		(7,709,179)		-55.5%		2,749,392		1,582,645		8.9%		(887,021)		-5.6%		595,650		(3,636,413)		-32%		(2,469,667)		-56.0%		(534,513)		1,309,731		7.3%		(143,608)		-0.9%		743,413		390,905		26.9%		(1,453,340)		-11.0%		1,026,855		587,718		3.6%		(180,578)		-1.1%		(36,970)		(1,207,433)		-17.6%		(768,297)		-30.7%		3,241,734		3,480,095		6.7%		(1,211,208)		-2.6%		1,381,245		(4,452,942)		-37.4%		(4,691,303)		-38.7%		(14,167)		1,339,313		7.5%		(981,008)		-6.4%		(800,430)		(966,841)		6924.6%		(2,320,322)		-73.2%		2,005,315		1,127,183		6.4%		(385,277)		-2.5%		595,731		(2,390,592)		-19.2%		(1,512,461)		-34.2%		(1,701,010)		(114,796)		-0.6%		(2,539,010)		-16.8%		(2,153,733)		(838,000)		149.3%		(2,424,214)		2211.8%		290,138		2,351,701		4.4%		(3,905,296)		-8.5%		(2,694,088)		(4,195,434)		-1346.0%		(6,256,997)		-166.1%				e5:e30001

		6		連結_06		(株)Auc-HK		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						220,929,564		266,765,025		100.0%		182,995,997		100.0%		(37,933,567)		82.8%		(83,769,028)		68.6%		117,454,012		125,797,809		100.0%		86,910,997		100.0%		(30,543,015)		74.0%		(38,886,812)		69.1%		103,475,552		140,967,215		100.0%		96,085,000		100.0%		(7,390,552)		92.9%		(44,882,215)		68.2%		21,560,494		22,323,982		100.0%		22,160,997		100.0%		600,503		102.8%		(162,985)		99.3%		17,511,267		20,242,386		100.0%		12,746,000		100.0%		(9,414,997)		(4,765,267)		72.8%		(7,496,386)		63.0%		21,748,788		22,383,915		100.0%		12,964,000		100.0%		218,000		(8,784,788)		59.6%		(9,419,915)		57.9%		60,820,549		64,950,283		100.0%		47,870,997		100.0%		(12,949,552)		78.7%		(17,079,286)		73.7%		17,364,666		20,234,751		100.0%		12,915,000		100.0%		(49,000)		(4,449,666)		74.4%		(7,319,751)		63.8%		21,263,705		20,320,019		100.0%		13,017,000		100.0%		102,000		(8,246,705)		61.2%		(7,303,019)		64.1%		18,005,092		20,292,756		100.0%		13,108,000		100.0%		91,000		(4,897,092)		72.8%		(7,184,756)		64.6%		56,633,463		60,847,526		100.0%		39,040,000		100.0%		(8,830,997)		(17,593,463)		68.9%		(21,807,526)		100.0%		17,264,915		20,402,229		100.0%		15,615,000		100.0%		2,507,000		(1,649,915)		90%		(4,787,229)		76.5%		17,307,842		19,054,471		100.0%		15,540,000		100.0%		(75,000)		(1,767,842)		89.8%		(3,514,471)		81.6%		17,027,530		17,581,628		100.0%		15,443,000		100.0%		(97,000)		(1,584,530)		90.7%		(2,138,628)		87.8%		51,600,287		57,038,328		100.0%		46,598,000		100.0%		7,558,000		(5,002,287)		90.3%		(10,440,328)		100.0%		16,486,072		27,684,586		100.0%		17,753,000		100.0%		2,310,000		1,266,928		107.7%		(9,931,586)		64.1%		17,721,193		28,450,561		100.0%		18,201,000		100.0%		448,000		479,807		102.7%		(10,249,561)		64.0%		17,668,000		27,793,741		100.0%		13,533,000		100.0%		(4,668,000)		(4,135,000)		76.6%		(14,260,741)		48.7%		51,875,265		83,928,887		100.0%		49,487,000		100.0%		2,889,000		(2,388,265)		95.4%		(34,441,887)		59.0%				f5:f30001

		6		連結_06		(株)Auc-HK		99		200		営業利益						81,423,956		100,006,828		37.5%		30,782,000		16.8%		(50,641,956)		37.8%		(69,224,828)		30.8%		49,341,647		45,533,704		36.2%		5,718,915		6.6%		(43,622,732)		11.6%		(39,814,789)		12.6%		32,082,309		54,473,123		38.6%		25,063,085		26.1%		(7,019,224)		78.1%		(29,410,038)		46.0%		12,450,069		9,017,067		40.4%		(1,871,217)		-8.4%		(14,321,286)		-15.0%		(10,888,284)		-20.8%		7,253,257		6,935,471		34.3%		2,046,682		16.1%		3,917,899		(5,206,575)		28.2%		(4,888,789)		29.5%		10,927,239		9,096,000		40.6%		2,284,662		17.6%		237,980		(8,642,577)		20.9%		(6,811,338)		25.1%		30,630,565		25,048,538		38.6%		2,460,128		5.1%		(28,170,437)		8.0%		(22,588,410)		9.8%		1,138,284		6,768,975		33.5%		1,022,348		7.9%		(1,262,314)		(115,936)		89.8%		(5,746,627)		15.1%		10,297,684		6,870,642		33.8%		1,235,910		9.5%		213,562		(9,061,774)		12.0%		(5,634,732)		18.0%		7,275,114		6,845,549		33.7%		1,000,529		7.6%		(235,381)		(6,274,585)		13.8%		(5,845,020)		14.6%		18,711,082		20,485,166		33.7%		3,258,787		8.3%		798,659		(15,452,295)		17.4%		(17,226,379)		24.8%		4,458,430		6,952,852		34.1%		3,833,910		24.6%		2,833,381		(624,520)		86%		(3,118,942)		55.1%		5,353,276		5,605,094		29.4%		3,758,910		24.2%		(75,000)		(1,594,366)		70.2%		(1,846,184)		67.1%		2,951,178		(1,667,749)		-9.5%		3,661,910		23.7%		(97,000)		710,732		124.1%		5,329,659		-219.6%		12,762,884		10,890,197		19.1%		11,254,730		24.2%		7,995,943		(1,508,154)		88.2%		364,533		126.5%		5,432,181		14,235,209		51.4%		5,971,910		33.6%		2,310,000		539,729		109.9%		(8,263,299)		42.0%		6,752,148		15,001,184		52.7%		6,419,910		35.3%		448,000		(332,238)		95.1%		(8,581,274)		42.8%		7,135,096		14,346,534		51.6%		1,416,535		10.5%		(5,003,375)		(5,718,561)		19.9%		(12,929,999)		9.9%		19,319,425		43,582,926		51.9%		13,808,355		27.9%		2,553,625		(5,511,070)		71.5%		(29,774,571)		31.7%				f5:f30001

		6		連結_06		(株)Auc-HK		111		300		経常利益						79,961,462		98,566,828		36.9%		31,274,000		17.1%		(48,687,462)		39.1%		(67,292,828)		31.7%		46,896,062		44,813,704		35.6%		5,964,915		6.9%		(40,931,147)		12.7%		(38,848,789)		13.3%		33,065,400		53,753,123		38.1%		25,309,085		26.3%		(7,756,315)		76.5%		(28,444,038)		47.1%		12,782,947		8,897,067		39.9%		(1,830,217)		-8.3%		(14,613,164)		-14.3%		(10,727,284)		-20.6%		5,410,101		6,815,471		33.7%		2,087,682		16.4%		3,917,899		(3,322,419)		38.6%		(4,727,789)		30.6%		8,927,844		8,976,000		40.1%		2,325,662		17.9%		237,980		(6,602,182)		26.0%		(6,650,338)		25.9%		27,120,892		24,688,538		38.0%		2,583,128		5.4%		(24,537,764)		9.5%		(22,105,410)		10.5%		1,655,085		6,648,975		32.9%		1,063,348		8.2%		(1,262,314)		(591,737)		64.2%		(5,585,627)		16.0%		10,183,026		6,750,642		33.2%		1,276,910		9.8%		213,562		(8,906,116)		12.5%		(5,473,732)		18.9%		7,937,059		6,725,549		33.1%		1,041,529		7.9%		(235,381)		(6,895,530)		13.1%		(5,684,020)		15.5%		19,775,170		20,125,166		33.1%		3,381,787		8.7%		798,659		(16,393,383)		17.1%		(16,743,379)		26.2%		4,694,582		6,832,852		33.5%		3,874,910		24.8%		2,833,381		(819,672)		83%		(2,957,942)		56.7%		5,161,955		5,485,094		28.8%		3,799,910		24.5%		(75,000)		(1,362,045)		73.6%		(1,685,184)		69.3%		4,445,317		(1,787,749)		-10.2%		3,702,910		24.0%		(97,000)		(742,407)		83.3%		5,490,659		-207.1%		14,301,854		10,530,197		18.5%		11,377,730		24.4%		7,995,943		(2,924,124)		79.6%		847,533		132.3%		5,245,792		14,115,209		51.0%		6,012,910		33.9%		2,310,000		767,118		114.6%		(8,102,299)		42.6%		6,461,076		14,881,184		52.3%		6,460,910		35.5%		448,000		(166)		100.0%		(8,420,274)		43.4%		7,056,678		14,226,534		51.2%		1,457,535		10.8%		(5,003,375)		(5,599,143)		20.7%		(12,768,999)		10.2%		18,763,546		43,222,926		51.5%		13,931,355		28.2%		2,553,625		(4,832,191)		74.2%		(29,291,571)		32.2%				f5:f30001

		6		連結_06		(株)Auc-HK		126		400		税金等調整前当期純利益						64,961,462		98,566,828		36.9%		31,274,000		17.1%		(33,687,462)		48.1%		(67,292,828)		31.7%		46,896,062		44,813,704		35.6%		5,964,915		6.9%		(40,931,147)		12.7%		(38,848,789)		13.3%		18,065,400		53,753,123		38.1%		25,309,085		26.3%		7,243,685		140.1%		(28,444,038)		47.1%		12,782,947		8,897,067		39.9%		(1,830,217)		-8.3%		(14,613,164)		-14.3%		(10,727,284)		-20.6%		5,410,101		6,815,471		33.7%		2,087,682		16.4%		3,917,899		(3,322,419)		38.6%		(4,727,789)		30.6%		8,927,844		8,976,000		40.1%		2,325,662		17.9%		237,980		(6,602,182)		26.0%		(6,650,338)		25.9%		27,120,892		24,688,538		38.0%		2,583,128		5.4%		(24,537,764)		9.5%		(22,105,410)		10.5%		1,655,085		6,648,975		32.9%		1,063,348		8.2%		(1,262,314)		(591,737)		64.2%		(5,585,627)		16.0%		10,183,026		6,750,642		33.2%		1,276,910		9.8%		213,562		(8,906,116)		12.5%		(5,473,732)		18.9%		7,937,059		6,725,549		33.1%		1,041,529		7.9%		(235,381)		(6,895,530)		13.1%		(5,684,020)		15.5%		19,775,170		20,125,166		33.1%		3,381,787		8.7%		798,659		(16,393,383)		17.1%		(16,743,379)		26.2%		4,694,582		6,832,852		33.5%		3,874,910		24.8%		2,833,381		(819,672)		83%		(2,957,942)		56.7%		5,161,955		5,485,094		28.8%		3,799,910		24.5%		(75,000)		(1,362,045)		73.6%		(1,685,184)		69.3%		4,445,317		(1,787,749)		-10.2%		3,702,910		24.0%		(97,000)		(742,407)		83.3%		5,490,659		-207.1%		14,301,854		10,530,197		18.5%		11,377,730		24.4%		7,995,943		(2,924,124)		79.6%		847,533		132.3%		5,245,792		14,115,209		51.0%		6,012,910		33.9%		2,310,000		767,118		114.6%		(8,102,299)		42.6%		6,461,076		14,881,184		52.3%		6,460,910		35.5%		448,000		(166)		100.0%		(8,420,274)		43.4%		(7,943,322)		14,226,534		51.2%		1,457,535		10.8%		(5,003,375)		9,400,857		-18.3%		(12,768,999)		10.2%		3,763,546		43,222,926		51.5%		13,931,355		28.2%		2,553,625		10,167,809		370.2%		(29,291,571)		32.2%				f5:f30001

		7		連結_07		(株)AMC		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						813,150,102		876,458,215		100.0%		868,576,054		100.0%		55,425,952		106.8%		(7,882,161)		99.1%		410,217,086		432,354,978		100.0%		435,796,783		100.0%		25,579,697		106.2%		3,441,806		100.8%		402,933,016		444,103,237		100.0%		432,779,270		100.0%		29,846,254		107.4%		(11,323,967)		97.5%		58,802,879		61,025,711		100.0%		59,936,836		100.0%		1,133,957		101.9%		(1,088,875)		98.2%		61,664,878		69,597,712		100.0%		71,892,960		100.0%		11,956,124		10,228,082		116.6%		2,295,249		103.3%		77,769,351		78,565,244		100.0%		79,438,733		100.0%		7,545,773		1,669,382		102.1%		873,490		101.1%		198,237,108		209,188,666		100.0%		211,268,529		100.0%		13,031,421		106.6%		2,079,863		101.0%		72,499,146		77,780,460		100.0%		77,314,959		100.0%		(2,123,774)		4,815,813		106.6%		(465,501)		99.4%		62,275,919		63,429,828		100.0%		73,388,553		100.0%		(3,926,406)		11,112,634		117.8%		9,958,725		115.7%		77,204,913		81,956,024		100.0%		73,824,742		100.0%		436,189		(3,380,171)		95.6%		(8,131,282)		90.1%		211,979,978		223,166,312		100.0%		224,528,254		100.0%		13,259,725		12,548,276		105.9%		1,361,943		100.0%		80,209,539		81,136,477		100.0%		80,142,187		100.0%		6,317,444		(67,353)		100%		(994,290)		98.8%		67,366,337		72,152,696		100.0%		69,665,509		100.0%		(10,476,678)		2,299,172		103.4%		(2,487,187)		96.6%		66,792,281		70,460,410		100.0%		69,277,779		100.0%		(387,730)		2,485,498		103.7%		(1,182,631)		98.3%		214,368,157		223,749,583		100.0%		219,085,475		100.0%		(5,442,779)		4,717,318		102.2%		(4,664,108)		100.0%		67,096,026		79,978,111		100.0%		73,758,166		100.0%		4,480,386		6,662,140		109.9%		(6,219,945)		92.2%		67,333,093		79,549,774		100.0%		74,996,045		100.0%		1,237,879		7,662,952		111.4%		(4,553,729)		94.3%		54,135,740		60,825,770		100.0%		64,939,585		100.0%		(10,056,460)		10,803,845		120.0%		4,113,815		106.8%		188,564,859		220,353,655		100.0%		213,693,796		100.0%		(5,391,679)		25,128,937		113.3%		(6,659,859)		97.0%				g5:g30001

		7		連結_07		(株)AMC		99		200		営業利益						89,270,639		85,959,399		9.8%		102,871,621		11.8%		13,600,983		115.2%		16,912,222		119.7%		46,474,082		41,730,114		9.7%		53,765,893		12.3%		7,291,811		115.7%		12,035,779		128.8%		42,796,557		44,229,285		10.0%		49,105,728		11.3%		6,309,171		114.7%		4,876,442		111.0%		5,209,775		2,112,871		3.5%		4,208,151		7.0%		(1,001,624)		80.8%		2,095,280		199.2%		7,080,334		6,526,074		9.4%		10,329,364		14.4%		6,121,213		3,249,030		145.9%		3,803,290		158.3%		14,622,711		12,301,628		15.7%		15,777,429		19.9%		5,448,065		1,154,718		107.9%		3,475,801		128.3%		26,912,820		20,940,572		10.0%		30,314,943		14.3%		3,402,123		112.6%		9,374,371		144.8%		11,646,367		8,650,162		11.1%		11,391,869		14.7%		(4,385,560)		(254,498)		97.8%		2,741,707		131.7%		8,256,824		3,913,768		6.2%		13,063,319		17.8%		1,671,451		4,806,495		158.2%		9,149,552		333.8%		(341,929)		8,225,613		10.0%		(1,004,238)		-1.4%		(14,067,557)		(662,309)		293.7%		(9,229,850)		-12.2%		19,561,262		20,789,542		9.3%		23,450,950		10.4%		(6,863,993)		3,889,688		119.9%		2,661,408		112.1%		15,753,774		7,296,155		9.0%		13,484,087		16.8%		14,488,325		(2,269,687)		86%		6,187,933		184.8%		9,435,997		9,515,879		13.2%		9,597,818		13.8%		(3,886,270)		161,821		101.7%		81,939		100.9%		9,665,867		5,210,915		7.4%		8,533,281		12.3%		(1,064,537)		(1,132,586)		88.3%		3,322,366		163.8%		34,855,638		22,022,949		9.8%		31,615,186		14.4%		8,164,236		(3,240,452)		90.7%		9,592,238		146.6%		5,209,151		13,098,510		16.4%		8,424,677		11.4%		(108,604)		3,215,526		161.7%		(4,673,832)		64.3%		7,785,118		10,812,572		13.6%		9,268,552		12.4%		843,874		1,483,434		119.1%		(1,544,020)		85.7%		(5,053,350)		(1,704,745)		-2.8%		(202,687)		-0.3%		(9,471,239)		4,850,663		4.0%		1,502,057		11.9%		7,940,919		22,206,337		10.1%		17,490,542		8.2%		(14,124,644)		9,549,623		220.3%		(4,715,795)		78.8%				g5:g30001

		7		連結_07		(株)AMC		111		300		経常利益						89,420,805		85,959,399		9.8%		102,871,621		11.8%		13,450,817		115.0%		16,912,222		119.7%		46,543,856		41,730,114		9.7%		53,765,893		12.3%		7,222,037		115.5%		12,035,779		128.8%		42,876,949		44,229,285		10.0%		49,105,728		11.3%		6,228,779		114.5%		4,876,442		111.0%		5,217,127		2,112,871		3.5%		4,208,151		7.0%		(1,008,976)		80.7%		2,095,280		199.2%		7,095,195		6,526,074		9.4%		10,329,364		14.4%		6,121,213		3,234,169		145.6%		3,803,290		158.3%		14,632,986		12,301,628		15.7%		15,777,429		19.9%		5,448,065		1,144,443		107.8%		3,475,801		128.3%		26,945,308		20,940,572		10.0%		30,314,943		14.3%		3,369,635		112.5%		9,374,371		144.8%		11,657,055		8,650,162		11.1%		11,391,869		14.7%		(4,385,560)		(265,186)		97.7%		2,741,707		131.7%		8,276,603		3,913,768		6.2%		13,063,319		17.8%		1,671,451		4,786,716		157.8%		9,149,552		333.8%		(335,110)		8,225,613		10.0%		(1,004,238)		-1.4%		(14,067,557)		(669,128)		299.7%		(9,229,850)		-12.2%		19,598,548		20,789,542		9.3%		23,450,950		10.4%		(6,863,993)		3,852,402		119.7%		2,661,408		112.1%		15,761,062		7,296,155		9.0%		13,484,087		16.8%		14,488,325		(2,276,975)		86%		6,187,933		184.8%		9,440,301		9,515,879		13.2%		9,597,818		13.8%		(3,886,270)		157,517		101.7%		81,939		100.9%		9,675,281		5,210,915		7.4%		8,533,281		12.3%		(1,064,537)		(1,142,000)		88.2%		3,322,366		163.8%		34,876,644		22,022,949		9.8%		31,615,186		14.4%		8,164,236		(3,261,458)		90.6%		9,592,238		146.6%		5,217,589		13,098,510		16.4%		8,424,677		11.4%		(108,604)		3,207,088		161.5%		(4,673,832)		64.3%		7,836,066		10,812,572		13.6%		9,268,552		12.4%		843,874		1,432,486		118.3%		(1,544,020)		85.7%		(5,053,350)		(1,704,745)		-2.8%		(202,687)		-0.3%		(9,471,239)		4,850,663		4.0%		1,502,057		11.9%		8,000,305		22,206,337		10.1%		17,490,542		8.2%		(14,124,644)		9,490,237		218.6%		(4,715,795)		78.8%				g5:g30001

		7		連結_07		(株)AMC		126		400		税金等調整前当期純利益						90,072,980		85,959,399		9.8%		102,871,621		11.8%		12,798,642		114.2%		16,912,222		119.7%		46,543,856		41,730,114		9.7%		53,765,893		12.3%		7,222,037		115.5%		12,035,779		128.8%		43,529,124		44,229,285		10.0%		49,105,728		11.3%		5,576,604		112.8%		4,876,442		111.0%		5,217,127		2,112,871		3.5%		4,208,151		7.0%		(1,008,976)		80.7%		2,095,280		199.2%		7,095,195		6,526,074		9.4%		10,329,364		14.4%		6,121,213		3,234,169		145.6%		3,803,290		158.3%		14,632,986		12,301,628		15.7%		15,777,429		19.9%		5,448,065		1,144,443		107.8%		3,475,801		128.3%		26,945,308		20,940,572		10.0%		30,314,943		14.3%		3,369,635		112.5%		9,374,371		144.8%		11,657,055		8,650,162		11.1%		11,391,869		14.7%		(4,385,560)		(265,186)		97.7%		2,741,707		131.7%		8,276,603		3,913,768		6.2%		13,063,319		17.8%		1,671,451		4,786,716		157.8%		9,149,552		333.8%		(335,110)		8,225,613		10.0%		(1,004,238)		-1.4%		(14,067,557)		(669,128)		299.7%		(9,229,850)		-12.2%		19,598,548		20,789,542		9.3%		23,450,950		10.4%		(6,863,993)		3,852,402		119.7%		2,661,408		112.1%		15,761,062		7,296,155		9.0%		13,484,087		16.8%		14,488,325		(2,276,975)		86%		6,187,933		184.8%		9,440,301		9,515,879		13.2%		9,597,818		13.8%		(3,886,270)		157,517		101.7%		81,939		100.9%		9,675,281		5,210,915		7.4%		8,533,281		12.3%		(1,064,537)		(1,142,000)		88.2%		3,322,366		163.8%		34,876,644		22,022,949		9.8%		31,615,186		14.4%		8,164,236		(3,261,458)		90.6%		9,592,238		146.6%		5,217,589		13,098,510		16.4%		8,424,677		11.4%		(108,604)		3,207,088		161.5%		(4,673,832)		64.3%		8,488,241		10,812,572		13.6%		9,268,552		12.4%		843,874		780,311		109.2%		(1,544,020)		85.7%		(5,053,350)		(1,704,745)		-2.8%		(202,687)		-0.3%		(9,471,239)		4,850,663		4.0%		1,502,057		11.9%		8,652,480		22,206,337		10.1%		17,490,542		8.2%		(14,124,644)		8,838,062		202.1%		(4,715,795)		78.8%				g5:g30001

		8		連結_08		(株)AAG		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						824,698,384		988,455,360		100.0%		858,989,325		100.0%		34,290,941		104.2%		(129,466,035)		86.9%		401,657,000		479,095,880		100.0%		415,529,647		100.0%		13,872,647		103.5%		(63,566,233)		86.7%		423,041,384		509,359,480		100.0%		443,459,678		100.0%		20,418,294		104.8%		(65,899,802)		87.1%		63,445,946		67,676,100		100.0%		55,050,554		100.0%		(8,395,392)		86.8%		(12,625,546)		81.3%		56,431,531		66,504,760		100.0%		70,241,146		100.0%		15,190,592		13,809,615		124.5%		3,736,386		105.6%		97,495,842		112,449,840		100.0%		98,805,959		100.0%		28,564,813		1,310,117		101.3%		(13,643,881)		87.9%		217,373,319		246,630,700		100.0%		224,097,659		100.0%		6,724,340		103.1%		(22,533,041)		90.9%		54,021,994		80,679,640		100.0%		60,874,617		100.0%		(37,931,342)		6,852,623		112.7%		(19,805,023)		75.5%		73,370,774		83,962,300		100.0%		71,962,109		100.0%		11,087,492		(1,408,665)		98.1%		(12,000,191)		85.7%		56,890,913		67,823,240		100.0%		58,595,262		100.0%		(13,366,847)		1,704,349		103.0%		(9,227,978)		86.4%		184,283,681		232,465,180		100.0%		191,431,988		100.0%		(32,665,671)		7,148,307		103.9%		(41,033,192)		100.0%		55,505,691		74,027,020		100.0%		57,428,484		100.0%		(1,166,778)		1,922,793		103%		(16,598,536)		77.6%		77,257,456		91,255,660		100.0%		84,141,954		100.0%		26,713,470		6,884,498		108.9%		(7,113,706)		92.2%		76,872,234		85,275,760		100.0%		76,732,981		100.0%		(7,408,973)		(139,253)		99.8%		(8,542,779)		90.0%		209,635,381		250,558,440		100.0%		218,303,419		100.0%		26,871,431		8,668,038		104.1%		(32,255,021)		100.0%		59,070,998		77,841,340		100.0%		64,277,343		100.0%		(12,455,638)		5,206,345		108.8%		(13,563,997)		82.6%		62,985,005		75,243,540		100.0%		68,359,618		100.0%		4,082,275		5,374,613		108.5%		(6,883,922)		90.9%		91,350,000		105,716,160		100.0%		92,519,298		100.0%		24,159,680		1,169,298		101.3%		(13,196,862)		87.5%		213,406,003		258,801,040		100.0%		225,156,259		100.0%		6,852,840		11,750,256		105.5%		(33,644,781)		87.0%				h5:h30001

		8		連結_08		(株)AAG		99		200		営業利益						80,002,161		168,535,410		17.1%		100,562,125		11.7%		20,559,964		125.7%		(67,973,285)		59.7%		14,605,208		70,885,600		14.8%		29,872,547		7.2%		15,267,339		204.5%		(41,013,053)		42.1%		65,396,953		97,649,810		19.2%		70,689,578		15.9%		5,292,625		108.1%		(26,960,232)		72.4%		(4,213,322)		(2,499,250)		-3.7%		(3,888,796)		-7.1%		324,526		92.3%		(1,389,546)		155.6%		(1,821,913)		5,010,410		7.5%		(497,204)		-0.7%		3,391,592		1,324,709		27.3%		(5,507,614)		-9.9%		26,630,841		42,469,490		37.8%		31,295,609		31.7%		31,792,813		4,664,768		117.5%		(11,173,881)		73.7%		20,595,606		44,980,650		18.2%		26,909,609		12.0%		6,314,003		130.7%		(18,071,041)		59.8%		(6,207,100)		12,920,540		16.0%		1,167,267		1.9%		(30,128,342)		7,374,367		-18.8%		(11,753,273)		9.0%		7,137,910		12,454,040		14.8%		5,484,759		7.6%		4,317,492		(1,653,151)		76.8%		(6,969,281)		44.0%		(6,921,208)		530,370		0.8%		(3,689,088)		-6.3%		(9,173,847)		3,232,120		53.3%		(4,219,458)		-695.6%		(5,990,398)		25,904,950		11.1%		2,962,938		1.5%		(23,946,671)		8,953,336		-49.5%		(22,942,012)		13.9%		(1,406,444)		9,923,140		13.4%		(1,121,866)		-2.0%		2,567,222		284,578		80%		(11,045,006)		-11.3%		18,190,952		21,483,550		23.5%		21,462,604		25.5%		22,584,470		3,271,652		118.0%		(20,946)		99.9%		15,739,150		18,517,270		21.7%		12,157,631		15.8%		(9,304,973)		(3,581,519)		77.2%		(6,359,639)		65.7%		32,523,658		49,923,960		19.9%		32,498,369		14.9%		29,535,431		(25,289)		99.9%		(17,425,591)		74.7%		3,094,104		11,282,250		14.5%		5,133,993		8.0%		(7,023,638)		2,039,889		165.9%		(6,148,257)		45.5%		6,738,171		9,201,850		12.2%		9,800,268		14.3%		4,666,275		3,062,097		145.4%		598,418		106.5%		23,041,020		27,241,750		25.8%		23,256,948		25.1%		13,456,680		215,928		100.9%		(3,984,802)		85.4%		32,873,295		47,725,850		18.4%		38,191,209		17.0%		5,692,840		5,317,914		116.2%		(9,534,641)		80.0%				h5:h30001

		8		連結_08		(株)AAG		111		300		経常利益						83,070,261		168,535,410		17.1%		100,562,125		11.7%		17,491,864		121.1%		(67,973,285)		59.7%		16,278,656		70,885,600		14.8%		29,872,547		7.2%		13,593,891		183.5%		(41,013,053)		42.1%		66,791,605		97,649,810		19.2%		70,689,578		15.9%		3,897,973		105.8%		(26,960,232)		72.4%		(3,836,333)		(2,499,250)		-3.7%		(3,888,796)		-7.1%		(52,463)		101.4%		(1,389,546)		155.6%		(1,523,286)		5,010,410		7.5%		(497,204)		-0.7%		3,391,592		1,026,082		32.6%		(5,507,614)		-9.9%		26,859,700		42,469,490		37.8%		31,295,609		31.7%		31,792,813		4,435,909		116.5%		(11,173,881)		73.7%		21,500,081		44,980,650		18.2%		26,909,609		12.0%		5,409,528		125.2%		(18,071,041)		59.8%		(5,896,937)		12,920,540		16.0%		1,167,267		1.9%		(30,128,342)		7,064,204		-19.8%		(11,753,273)		9.0%		7,378,756		12,454,040		14.8%		5,484,759		7.6%		4,317,492		(1,893,997)		74.3%		(6,969,281)		44.0%		(6,703,244)		530,370		0.8%		(3,689,088)		-6.3%		(9,173,847)		3,014,156		55.0%		(4,219,458)		-695.6%		(5,221,425)		25,904,950		11.1%		2,962,938		1.5%		(23,946,671)		8,184,363		-56.7%		(22,942,012)		13.9%		(1,215,920)		9,923,140		13.4%		(1,121,866)		-2.0%		2,567,222		94,054		92%		(11,045,006)		-11.3%		18,393,987		21,483,550		23.5%		21,462,604		25.5%		22,584,470		3,068,617		116.7%		(20,946)		99.9%		16,114,259		18,517,270		21.7%		12,157,631		15.8%		(9,304,973)		(3,956,628)		75.4%		(6,359,639)		65.7%		33,292,326		49,923,960		19.9%		32,498,369		14.9%		29,535,431		(793,957)		97.6%		(17,425,591)		74.7%		3,487,749		11,282,250		14.5%		5,133,993		8.0%		(7,023,638)		1,646,244		147.2%		(6,148,257)		45.5%		6,970,510		9,201,850		12.2%		9,800,268		14.3%		4,666,275		2,829,758		140.6%		598,418		106.5%		23,041,020		27,241,750		25.8%		23,256,948		25.1%		13,456,680		215,928		100.9%		(3,984,802)		85.4%		33,499,279		47,725,850		18.4%		38,191,209		17.0%		5,692,840		4,691,930		114.0%		(9,534,641)		80.0%				h5:h30001

		8		連結_08		(株)AAG		126		400		税金等調整前当期純利益						83,070,261		168,535,410		17.1%		100,562,125		11.7%		17,491,864		121.1%		(67,973,285)		59.7%		16,278,656		70,885,600		14.8%		29,872,547		7.2%		13,593,891		183.5%		(41,013,053)		42.1%		66,791,605		97,649,810		19.2%		70,689,578		15.9%		3,897,973		105.8%		(26,960,232)		72.4%		(3,836,333)		(2,499,250)		-3.7%		(3,888,796)		-7.1%		(52,463)		101.4%		(1,389,546)		155.6%		(1,523,286)		5,010,410		7.5%		(497,204)		-0.7%		3,391,592		1,026,082		32.6%		(5,507,614)		-9.9%		26,859,700		42,469,490		37.8%		31,295,609		31.7%		31,792,813		4,435,909		116.5%		(11,173,881)		73.7%		21,500,081		44,980,650		18.2%		26,909,609		12.0%		5,409,528		125.2%		(18,071,041)		59.8%		(5,896,937)		12,920,540		16.0%		1,167,267		1.9%		(30,128,342)		7,064,204		-19.8%		(11,753,273)		9.0%		7,378,756		12,454,040		14.8%		5,484,759		7.6%		4,317,492		(1,893,997)		74.3%		(6,969,281)		44.0%		(6,703,244)		530,370		0.8%		(3,689,088)		-6.3%		(9,173,847)		3,014,156		55.0%		(4,219,458)		-695.6%		(5,221,425)		25,904,950		11.1%		2,962,938		1.5%		(23,946,671)		8,184,363		-56.7%		(22,942,012)		13.9%		(1,215,920)		9,923,140		13.4%		(1,121,866)		-2.0%		2,567,222		94,054		92%		(11,045,006)		-11.3%		18,393,987		21,483,550		23.5%		21,462,604		25.5%		22,584,470		3,068,617		116.7%		(20,946)		99.9%		16,114,259		18,517,270		21.7%		12,157,631		15.8%		(9,304,973)		(3,956,628)		75.4%		(6,359,639)		65.7%		33,292,326		49,923,960		19.9%		32,498,369		14.9%		29,535,431		(793,957)		97.6%		(17,425,591)		74.7%		3,487,749		11,282,250		14.5%		5,133,993		8.0%		(7,023,638)		1,646,244		147.2%		(6,148,257)		45.5%		6,970,510		9,201,850		12.2%		9,800,268		14.3%		4,666,275		2,829,758		140.6%		598,418		106.5%		23,041,020		27,241,750		25.8%		23,256,948		25.1%		13,456,680		215,928		100.9%		(3,984,802)		85.4%		33,499,279		47,725,850		18.4%		38,191,209		17.0%		5,692,840		4,691,930		114.0%		(9,534,641)		80.0%				h5:h30001

		9		連結_09		(株)ACP		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						755,313,233		847,634,649		100.0%		805,562,025		100.0%		50,248,793		106.7%		(42,072,624)		95.0%		364,359,638		419,001,199		100.0%		394,627,144		100.0%		30,267,506		108.3%		(24,374,055)		94.2%		390,953,595		428,633,449		100.0%		410,934,881		100.0%		19,981,286		105.1%		(17,698,569)		95.9%		58,374,116		69,241,701		100.0%		62,446,932		100.0%		4,072,816		107.0%		(6,794,769)		90.2%		56,106,745		66,564,701		100.0%		60,606,840		100.0%		(1,840,092)		4,500,095		108.0%		(5,957,861)		91.0%		60,375,876		67,274,951		100.0%		63,394,199		100.0%		2,787,359		3,018,323		105.0%		(3,880,752)		94.2%		174,856,737		203,081,353		100.0%		186,447,971		100.0%		11,591,234		106.6%		(16,633,382)		91.8%		60,420,734		67,619,951		100.0%		63,868,656		100.0%		474,457		3,447,922		105.7%		(3,751,295)		94.5%		67,971,290		80,268,194		100.0%		75,357,887		100.0%		11,489,231		7,386,597		110.9%		(4,910,307)		93.9%		61,110,877		68,031,701		100.0%		68,952,630		100.0%		(6,405,257)		7,841,753		112.8%		920,929		101.4%		189,502,901		215,919,846		100.0%		208,179,173		100.0%		21,731,202		18,676,272		109.9%		(7,740,673)		100.0%		62,664,856		84,997,944		100.0%		77,998,311		100.0%		9,045,681		15,333,455		124%		(6,999,633)		91.8%		63,697,633		54,939,909		100.0%		59,722,932		100.0%		(18,275,379)		(3,974,701)		93.8%		4,783,023		108.7%		66,955,742		67,948,601		100.0%		66,440,939		100.0%		6,718,007		(514,803)		99.2%		(1,507,662)		97.8%		193,318,231		207,886,453		100.0%		204,162,182		100.0%		(4,016,991)		10,843,951		105.6%		(3,724,272)		100.0%		70,922,850		81,879,044		100.0%		76,239,762		100.0%		9,798,823		5,316,912		107.5%		(5,639,282)		93.1%		65,219,947		69,081,251		100.0%		64,963,281		100.0%		(11,276,481)		(256,666)		99.6%		(4,117,970)		94.0%		61,492,567		69,786,701		100.0%		65,569,656		100.0%		606,375		4,077,090		106.6%		(4,217,045)		94.0%		197,635,364		220,746,996		100.0%		206,772,699		100.0%		2,610,517		9,137,336		104.6%		(13,974,297)		93.7%				i5:i30001

		9		連結_09		(株)ACP		99		200		営業利益						205,121,733		278,401,277		32.8%		224,619,596		27.9%		19,497,863		109.5%		(53,781,681)		80.7%		91,611,837		135,199,513		32.3%		108,514,422		27.5%		16,902,585		118.5%		(26,685,092)		80.3%		113,509,896		143,201,763		33.4%		116,105,174		28.3%		2,595,279		102.3%		(27,096,589)		81.1%		16,625,995		22,230,100		32.1%		16,126,521		25.8%		(499,474)		97.0%		(6,103,580)		72.5%		12,469,989		18,803,100		28.2%		14,133,429		23.3%		(1,993,092)		1,663,440		113.3%		(4,669,672)		75.2%		15,153,763		20,993,350		31.2%		16,321,388		25.7%		2,187,959		1,167,625		107.7%		(4,671,962)		77.7%		44,249,747		62,026,550		30.5%		46,581,337		25.0%		2,331,590		105.3%		(15,445,214)		75.1%		14,016,258		21,168,350		31.3%		16,804,043		26.3%		482,656		2,787,785		119.9%		(4,364,307)		79.4%		18,588,356		30,294,513		37.7%		26,175,175		34.7%		9,371,132		7,586,819		140.8%		(4,119,337)		86.4%		14,757,476		21,710,100		31.9%		18,953,866		27.5%		(7,221,309)		4,196,390		128.4%		(2,756,234)		87.3%		47,362,090		73,172,963		33.9%		61,933,085		29.7%		15,351,748		14,570,995		130.8%		(11,239,878)		87.8%		18,747,763		35,514,263		41.8%		28,463,035		36.5%		9,509,169		9,715,272		152%		(7,051,228)		80.1%		19,973,548		9,926,388		18.1%		14,263,256		23.9%		(14,199,779)		(5,710,292)		71.4%		4,336,869		143.7%		21,090,443		21,717,000		32.0%		18,185,263		27.4%		3,922,007		(2,905,180)		86.2%		(3,531,737)		83.7%		59,811,754		67,157,650		32.3%		60,911,554		29.8%		(1,021,530)		1,099,800		101.8%		(6,246,096)		92.4%		24,536,461		32,699,363		39.9%		25,670,086		33.7%		7,484,823		1,133,625		104.6%		(7,029,276)		78.5%		17,482,141		21,469,650		31.1%		17,040,605		26.2%		(8,629,481)		(441,536)		97.5%		(4,429,045)		79.4%		11,679,540		21,875,100		31.3%		12,482,928		19.0%		(4,557,677)		803,389		106.9%		(9,392,172)		57.1%		53,698,142		76,044,113		34.4%		55,193,620		26.7%		(5,717,934)		1,495,478		102.8%		(20,850,493)		72.6%				i5:i30001

		9		連結_09		(株)ACP		111		300		経常利益						204,692,410		277,761,281		32.8%		224,619,596		27.9%		19,927,186		109.7%		(53,141,685)		80.9%		91,342,455		134,879,515		32.2%		108,514,422		27.5%		17,171,967		118.8%		(26,365,094)		80.5%		113,349,955		142,881,765		33.3%		116,105,174		28.3%		2,755,220		102.4%		(26,776,591)		81.3%		16,625,995		22,176,767		32.0%		16,126,521		25.8%		(499,474)		97.0%		(6,050,247)		72.7%		12,470,776		18,749,767		28.2%		14,133,429		23.3%		(1,993,092)		1,662,653		113.3%		(4,616,339)		75.4%		14,995,955		20,940,017		31.1%		16,321,388		25.7%		2,187,959		1,325,433		108.8%		(4,618,629)		77.9%		44,092,726		61,866,551		30.5%		46,581,337		25.0%		2,488,611		105.6%		(15,285,215)		75.3%		14,046,358		21,115,017		31.2%		16,804,043		26.3%		482,656		2,757,685		119.6%		(4,310,974)		79.6%		18,605,456		30,241,180		37.7%		26,175,175		34.7%		9,371,132		7,569,719		140.7%		(4,066,004)		86.6%		14,597,915		21,656,767		31.8%		18,953,866		27.5%		(7,221,309)		4,355,951		129.8%		(2,702,901)		87.5%		47,249,729		73,012,964		33.8%		61,933,085		29.7%		15,351,748		14,683,356		131.1%		(11,079,879)		88.0%		18,747,763		35,460,930		41.7%		28,463,035		36.5%		9,509,169		9,715,272		152%		(6,997,895)		80.3%		19,974,921		9,873,055		18.0%		14,263,256		23.9%		(14,199,779)		(5,711,665)		71.4%		4,390,202		144.5%		20,929,129		21,663,667		31.9%		18,185,263		27.4%		3,922,007		(2,743,866)		86.9%		(3,478,404)		83.9%		59,651,813		66,997,651		32.2%		60,911,554		29.8%		(1,021,530)		1,259,741		102.1%		(6,086,097)		92.6%		24,536,461		32,646,030		39.9%		25,670,086		33.7%		7,484,823		1,133,625		104.6%		(6,975,943)		78.6%		17,482,141		21,416,317		31.0%		17,040,605		26.2%		(8,629,481)		(441,536)		97.5%		(4,375,712)		79.6%		11,679,540		21,821,767		31.3%		12,482,928		19.0%		(4,557,677)		803,389		106.9%		(9,338,839)		57.2%		53,698,142		75,884,114		34.4%		55,193,620		26.7%		(5,717,934)		1,495,478		102.8%		(20,690,494)		72.7%				i5:i30001

		9		連結_09		(株)ACP		126		400		税金等調整前当期純利益						204,692,410		277,761,281		32.8%		224,619,596		27.9%		19,927,186		109.7%		(53,141,685)		80.9%		91,342,455		134,879,515		32.2%		108,514,422		27.5%		17,171,967		118.8%		(26,365,094)		80.5%		113,349,955		142,881,765		33.3%		116,105,174		28.3%		2,755,220		102.4%		(26,776,591)		81.3%		16,625,995		22,176,767		32.0%		16,126,521		25.8%		(499,474)		97.0%		(6,050,247)		72.7%		12,470,776		18,749,767		28.2%		14,133,429		23.3%		(1,993,092)		1,662,653		113.3%		(4,616,339)		75.4%		14,995,955		20,940,017		31.1%		16,321,388		25.7%		2,187,959		1,325,433		108.8%		(4,618,629)		77.9%		44,092,726		61,866,551		30.5%		46,581,337		25.0%		2,488,611		105.6%		(15,285,215)		75.3%		14,046,358		21,115,017		31.2%		16,804,043		26.3%		482,656		2,757,685		119.6%		(4,310,974)		79.6%		18,605,456		30,241,180		37.7%		26,175,175		34.7%		9,371,132		7,569,719		140.7%		(4,066,004)		86.6%		14,597,915		21,656,767		31.8%		18,953,866		27.5%		(7,221,309)		4,355,951		129.8%		(2,702,901)		87.5%		47,249,729		73,012,964		33.8%		61,933,085		29.7%		15,351,748		14,683,356		131.1%		(11,079,879)		88.0%		18,747,763		35,460,930		41.7%		28,463,035		36.5%		9,509,169		9,715,272		152%		(6,997,895)		80.3%		19,974,921		9,873,055		18.0%		14,263,256		23.9%		(14,199,779)		(5,711,665)		71.4%		4,390,202		144.5%		20,929,129		21,663,667		31.9%		18,185,263		27.4%		3,922,007		(2,743,866)		86.9%		(3,478,404)		83.9%		59,651,813		66,997,651		32.2%		60,911,554		29.8%		(1,021,530)		1,259,741		102.1%		(6,086,097)		92.6%		24,536,461		32,646,030		39.9%		25,670,086		33.7%		7,484,823		1,133,625		104.6%		(6,975,943)		78.6%		17,482,141		21,416,317		31.0%		17,040,605		26.2%		(8,629,481)		(441,536)		97.5%		(4,375,712)		79.6%		11,679,540		21,821,767		31.3%		12,482,928		19.0%		(4,557,677)		803,389		106.9%		(9,338,839)		57.2%		53,698,142		75,884,114		34.4%		55,193,620		26.7%		(5,717,934)		1,495,478		102.8%		(20,690,494)		72.7%				i5:i30001

		10		連結_10		(株)ADP		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						4,068,601,016		6,638,334,760		100.0%		5,114,672,300		100.0%		1,046,071,284		125.7%		(1,523,662,460)		77.0%		2,356,888,229		2,938,878,400		100.0%		2,036,420,300		100.0%		(320,467,929)		86.4%		(902,458,100)		69.3%		1,711,712,787		3,699,456,360		100.0%		3,078,252,000		100.0%		1,366,539,213		179.8%		(621,204,360)		83.2%		430,244,793		547,398,200		100.0%		283,612,800		100.0%		(146,631,993)		65.9%		(263,785,400)		51.8%		348,259,998		453,828,900		100.0%		338,315,100		100.0%		54,702,300		(9,944,898)		97.1%		(115,513,800)		74.5%		513,405,382		548,604,800		100.0%		360,879,600		100.0%		22,564,500		(152,525,782)		70.3%		(187,725,200)		65.8%		1,291,910,173		1,549,831,900		100.0%		982,807,500		100.0%		(309,102,673)		76.1%		(567,024,400)		63.4%		347,953,941		452,996,700		100.0%		351,394,700		100.0%		(9,484,900)		3,440,759		101.0%		(101,602,000)		77.6%		375,002,393		450,718,200		100.0%		337,441,000		100.0%		(13,953,700)		(37,561,393)		90.0%		(113,277,200)		74.9%		342,021,722		485,331,600		100.0%		364,777,100		100.0%		27,336,100		22,755,378		106.7%		(120,554,500)		75.2%		1,064,978,056		1,389,046,500		100.0%		1,053,612,800		100.0%		70,805,300		(11,365,256)		98.9%		(335,433,700)		100.0%		307,258,563		464,145,260		100.0%		437,749,100		100.0%		72,972,000		130,490,537		142%		(26,396,160)		94.3%		281,752,919		398,751,040		100.0%		407,312,000		100.0%		(30,437,100)		125,559,081		144.6%		8,560,960		102.1%		208,945,291		338,073,100		100.0%		371,302,100		100.0%		(36,009,900)		162,356,809		177.7%		33,229,000		109.8%		797,956,773		1,200,969,400		100.0%		1,216,363,200		100.0%		162,750,400		418,406,427		152.4%		15,393,800		100.0%		317,663,851		787,350,140		100.0%		603,139,200		100.0%		231,837,100		285,475,349		189.9%		(184,210,940)		76.6%		171,741,442		821,329,240		100.0%		613,701,600		100.0%		10,562,400		441,960,158		357.3%		(207,627,640)		74.7%		424,350,721		889,807,580		100.0%		645,048,000		100.0%		31,346,400		220,697,279		152.0%		(244,759,580)		72.5%		913,756,014		2,498,486,960		100.0%		1,861,888,800		100.0%		645,525,600		948,132,786		203.8%		(636,598,160)		74.5%				j5:j30001

		10		連結_10		(株)ADP		99		200		営業利益						1,990,515,333		3,646,174,152		54.9%		2,496,147,946		48.8%		505,632,613		125.4%		(1,150,026,206)		68.5%		1,285,221,281		1,616,370,244		55.0%		891,004,759		43.8%		(394,216,522)		69.3%		(725,365,485)		55.1%		705,294,052		2,029,803,907		54.9%		1,605,143,187		52.1%		899,849,135		227.6%		(424,660,720)		79.1%		224,238,052		305,846,273		55.9%		96,763,571		34.1%		(127,474,481)		43.2%		(209,082,702)		31.6%		186,876,468		228,131,973		50.3%		155,059,453		45.8%		58,295,882		(31,817,015)		83.0%		(73,072,520)		68.0%		336,550,584		306,982,873		56.0%		163,707,912		45.4%		8,648,459		(172,842,672)		48.6%		(143,274,961)		53.3%		747,665,104		840,961,119		54.3%		415,530,936		42.3%		(332,134,168)		55.6%		(425,430,183)		49.4%		161,894,708		260,301,870		57.5%		165,635,192		47.1%		1,927,280		3,740,484		102.3%		(94,666,678)		63.6%		200,050,453		251,758,297		55.9%		150,784,701		44.7%		(14,850,491)		(49,265,752)		75.4%		(100,973,596)		59.9%		175,611,016		263,348,958		54.3%		159,053,930		43.6%		8,269,229		(16,557,086)		90.6%		(104,295,028)		60.4%		537,556,177		775,409,125		55.8%		475,473,823		45.1%		59,942,887		(62,082,354)		88.5%		(299,935,302)		80.8%		159,008,996		260,753,691		56.2%		228,860,875		52.3%		69,806,945		69,851,879		144%		(31,892,816)		87.8%		152,073,677		207,851,138		52.1%		209,822,275		51.5%		(19,038,600)		57,748,598		138.0%		1,971,137		100.9%		70,982,118		165,188,365		48.9%		171,622,875		46.2%		(38,199,400)		100,640,757		241.8%		6,434,510		103.9%		382,064,791		633,793,195		52.8%		610,306,025		50.2%		134,832,202		228,241,234		159.7%		(23,487,170)		95.1%		142,769,833		429,576,905		54.6%		334,426,475		55.4%		162,803,600		191,656,642		234.2%		(95,150,430)		77.9%		32,279,398		461,435,005		56.2%		336,013,375		54.8%		1,586,900		303,733,977		1041.0%		(125,421,630)		72.8%		148,180,030		504,998,802		56.8%		324,397,312		50.3%		(11,616,063)		176,217,282		218.9%		(180,601,490)		64.2%		323,229,261		1,396,010,713		55.9%		994,837,162		53.4%		384,531,137		671,607,901		307.8%		(401,173,551)		71.3%				j5:j30001

		10		連結_10		(株)ADP		111		300		経常利益						1,984,615,853		3,662,174,148		55.2%		2,497,603,284		48.8%		512,987,431		125.8%		(1,164,570,864)		68.2%		1,267,814,993		1,624,370,242		55.3%		892,460,097		43.8%		(375,354,896)		70.4%		(731,910,145)		54.9%		716,800,860		2,037,803,905		55.1%		1,605,143,187		52.1%		888,342,327		223.9%		(432,660,718)		78.8%		226,637,577		307,179,606		56.1%		97,035,351		34.2%		(129,602,226)		42.8%		(210,144,255)		31.6%		188,148,089		229,465,306		50.6%		155,304,932		45.9%		58,269,581		(32,843,157)		82.5%		(74,160,374)		67.7%		301,980,491		308,316,206		56.2%		163,979,692		45.4%		8,674,760		(138,000,799)		54.3%		(144,336,514)		53.2%		716,766,157		844,961,118		54.5%		416,319,975		42.4%		(300,446,182)		58.1%		(428,641,143)		49.3%		165,276,709		261,635,203		57.8%		165,898,205		47.2%		1,918,513		621,496		100.4%		(95,736,998)		63.4%		202,223,474		253,091,630		56.2%		151,056,481		44.8%		(14,841,724)		(51,166,993)		74.7%		(102,035,149)		59.7%		183,548,653		264,682,291		54.5%		159,185,436		43.6%		8,128,955		(24,363,217)		86.7%		(105,496,855)		60.1%		551,048,836		779,409,124		56.1%		476,140,122		45.2%		59,820,147		(74,908,714)		86.4%		(303,269,002)		80.5%		160,584,379		262,087,024		56.5%		228,860,875		52.3%		69,675,439		68,276,496		143%		(33,226,149)		87.3%		154,656,133		209,184,471		52.5%		209,822,275		51.5%		(19,038,600)		55,166,142		135.7%		637,804		100.3%		76,810,632		166,521,698		49.3%		171,622,875		46.2%		(38,199,400)		94,812,243		223.4%		5,101,177		103.1%		392,051,144		637,793,194		53.1%		610,306,025		50.2%		134,165,903		218,254,881		155.7%		(27,487,169)		94.5%		147,049,872		430,910,238		54.7%		334,426,475		55.4%		162,803,600		187,376,603		227.4%		(96,483,763)		77.6%		29,519,814		462,768,338		56.3%		336,013,375		54.8%		1,586,900		306,493,561		1138.3%		(126,754,963)		72.6%		148,180,030		506,332,135		56.9%		324,397,312		50.3%		(11,616,063)		176,217,282		218.9%		(181,934,823)		64.1%		324,749,716		1,400,010,712		56.0%		994,837,162		53.4%		384,531,137		670,087,446		306.3%		(405,173,550)		71.1%				j5:j30001

		10		連結_10		(株)ADP		126		400		税金等調整前当期純利益						1,984,615,853		3,662,174,148		55.2%		2,497,603,284		48.8%		512,987,431		125.8%		(1,164,570,864)		68.2%		1,267,814,993		1,624,370,242		55.3%		892,460,097		43.8%		(375,354,896)		70.4%		(731,910,145)		54.9%		716,800,860		2,037,803,905		55.1%		1,605,143,187		52.1%		888,342,327		223.9%		(432,660,718)		78.8%		226,637,577		307,179,606		56.1%		97,035,351		34.2%		(129,602,226)		42.8%		(210,144,255)		31.6%		188,148,089		229,465,306		50.6%		155,304,932		45.9%		58,269,581		(32,843,157)		82.5%		(74,160,374)		67.7%		301,980,491		308,316,206		56.2%		163,979,692		45.4%		8,674,760		(138,000,799)		54.3%		(144,336,514)		53.2%		716,766,157		844,961,118		54.5%		416,319,975		42.4%		(300,446,182)		58.1%		(428,641,143)		49.3%		165,276,709		261,635,203		57.8%		165,898,205		47.2%		1,918,513		621,496		100.4%		(95,736,998)		63.4%		202,223,474		253,091,630		56.2%		151,056,481		44.8%		(14,841,724)		(51,166,993)		74.7%		(102,035,149)		59.7%		183,548,653		264,682,291		54.5%		159,185,436		43.6%		8,128,955		(24,363,217)		86.7%		(105,496,855)		60.1%		551,048,836		779,409,124		56.1%		476,140,122		45.2%		59,820,147		(74,908,714)		86.4%		(303,269,002)		80.5%		160,584,379		262,087,024		56.5%		228,860,875		52.3%		69,675,439		68,276,496		143%		(33,226,149)		87.3%		154,656,133		209,184,471		52.5%		209,822,275		51.5%		(19,038,600)		55,166,142		135.7%		637,804		100.3%		76,810,632		166,521,698		49.3%		171,622,875		46.2%		(38,199,400)		94,812,243		223.4%		5,101,177		103.1%		392,051,144		637,793,194		53.1%		610,306,025		50.2%		134,165,903		218,254,881		155.7%		(27,487,169)		94.5%		147,049,872		430,910,238		54.7%		334,426,475		55.4%		162,803,600		187,376,603		227.4%		(96,483,763)		77.6%		29,519,814		462,768,338		56.3%		336,013,375		54.8%		1,586,900		306,493,561		1138.3%		(126,754,963)		72.6%		148,180,030		506,332,135		56.9%		324,397,312		50.3%		(11,616,063)		176,217,282		218.9%		(181,934,823)		64.1%		324,749,716		1,400,010,712		56.0%		994,837,162		53.4%		384,531,137		670,087,446		306.3%		(405,173,550)		71.1%				j5:j30001

		11		連結_11		(株)AIBS		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						170,176,869		232,284,124		100.0%		152,986,740		100.0%		(17,190,129)		89.9%		(79,297,384)		65.9%		77,198,616		120,992,062		100.0%		78,953,370		100.0%		1,754,754		102.3%		(42,038,692)		65.3%		92,978,253		111,292,062		100.0%		74,033,370		100.0%		(18,944,883)		79.6%		(37,258,692)		66.5%		19,031,676		32,548,677		100.0%		10,128,895		100.0%		(8,902,781)		53.2%		(22,419,782)		31.1%		10,984,188		17,548,677		100.0%		10,128,895		100.0%		0		(855,293)		92.2%		(7,419,782)		57.7%		13,488,188		17,648,677		100.0%		10,128,895		100.0%		0		(3,359,293)		75.1%		(7,519,782)		57.4%		43,504,052		67,746,031		100.0%		30,386,685		100.0%		(13,117,367)		69.8%		(37,359,346)		44.9%		10,948,188		17,648,677		100.0%		27,288,895		100.0%		17,160,000		16,340,707		249.3%		9,640,218		154.6%		11,298,188		16,648,677		100.0%		10,138,895		100.0%		(17,150,000)		(1,159,293)		89.7%		(6,509,782)		60.9%		11,448,188		18,948,677		100.0%		11,138,895		100.0%		1,000,000		(309,293)		97.3%		(7,809,782)		58.8%		33,694,564		53,246,031		100.0%		48,566,685		100.0%		18,180,000		14,872,121		144.1%		(4,679,346)		100.0%		11,098,188		16,648,677		100.0%		10,238,895		100.0%		(900,000)		(859,293)		92%		(6,409,782)		61.5%		24,738,188		21,648,677		100.0%		10,238,895		100.0%		0		(14,499,293)		41.4%		(11,409,782)		47.3%		11,914,688		16,848,677		100.0%		12,338,895		100.0%		2,100,000		424,207		103.6%		(4,509,782)		73.2%		47,751,064		55,146,031		100.0%		32,816,685		100.0%		(15,750,000)		(14,934,379)		68.7%		(22,329,346)		100.0%		12,699,063		16,948,677		100.0%		12,338,895		100.0%		0		(360,168)		97.2%		(4,609,782)		72.8%		12,199,063		16,948,677		100.0%		13,438,895		100.0%		1,100,000		1,239,832		110.2%		(3,509,782)		79.3%		20,329,063		22,248,677		100.0%		15,438,895		100.0%		2,000,000		(4,890,168)		75.9%		(6,809,782)		69.4%		45,227,189		56,146,031		100.0%		41,216,685		100.0%		8,400,000		(4,010,504)		91.1%		(14,929,346)		73.4%				k5:k30001

		11		連結_11		(株)AIBS		99		200		営業利益						(28,321,198)		19,823,463		8.5%		21,714,807		14.2%		50,036,005		-76.7%		1,891,344		109.5%		(16,692,264)		9,911,731		8.2%		8,213,599		10.4%		24,905,863		-49.2%		(1,698,132)		82.9%		(11,628,934)		9,911,732		8.9%		13,501,208		18.2%		25,130,142		-116.1%		3,589,476		136.2%		(3,302,275)		3,705,672		11.4%		51,886		0.5%		3,354,161		-1.6%		(3,653,786)		1.4%		(2,983,052)		1,205,672		6.9%		76,886		0.8%		25,000		3,059,938		-2.6%		(1,128,786)		6.4%		(751,880)		1,305,672		7.4%		46,886		0.5%		(30,000)		798,766		-6.2%		(1,258,786)		3.6%		(7,037,207)		6,217,016		9.2%		175,658		0.6%		7,212,865		-2.5%		(6,041,358)		2.8%		(3,760,956)		1,194,403		6.8%		6,999,835		25.7%		6,952,949		10,760,791		-186.1%		5,805,432		586.1%		(2,829,274)		277,855		1.7%		78,373		0.8%		(6,921,462)		2,907,647		-2.8%		(199,482)		28.2%		(3,064,827)		2,222,457		11.7%		959,733		8.6%		881,360		4,024,560		-31.3%		(1,262,724)		43.2%		(9,655,057)		3,694,715		6.9%		8,037,941		16.6%		7,862,283		17,692,998		-83.3%		4,343,226		238.5%		(4,332,082)		277,855		1.7%		178,373		1.7%		(781,360)		4,510,455		-4%		(99,482)		64.2%		3,472,705		2,477,855		11.4%		166,983		1.6%		(11,390)		(3,305,722)		4.8%		(2,310,872)		6.7%		(3,866,113)		477,855		2.8%		2,239,373		18.1%		2,072,390		6,105,486		-57.9%		1,761,518		468.6%		(4,725,490)		3,233,565		5.9%		2,584,729		7.9%		(5,453,212)		7,310,219		-54.7%		(648,836)		134.3%		(4,833,129)		577,855		3.4%		2,278,373		18.5%		39,000		7,111,502		-47.1%		1,700,518		394.3%		(2,498,107)		577,855		3.4%		3,378,373		25.1%		1,100,000		5,876,480		-135.2%		2,800,518		584.6%		427,792		5,522,457		24.8%		5,259,733		34.1%		1,881,360		4,831,941		1229.5%		(262,724)		95.2%		(6,903,444)		6,678,167		11.9%		10,916,479		26.5%		8,331,750		17,819,923		-158.1%		4,238,312		163.5%				k5:k30001

		11		連結_11		(株)AIBS		111		300		経常利益						(32,324,546)		15,823,467		6.8%		16,914,811		11.1%		49,239,357		-52.3%		1,091,344		106.9%		(18,674,390)		7,911,733		6.5%		5,833,327		7.4%		24,507,717		-31.2%		(2,078,406)		73.7%		(13,650,156)		7,911,734		7.1%		11,081,484		15.0%		24,731,640		-81.2%		3,169,750		140.1%		(3,302,275)		3,372,339		10.4%		(355,785)		-3.5%		2,946,490		10.8%		(3,728,124)		-10.6%		(2,981,617)		872,339		5.0%		(291,333)		-2.9%		64,452		2,690,284		9.8%		(1,163,672)		-33.4%		(1,738,181)		972,339		5.5%		(360,785)		-3.6%		(69,452)		1,377,396		20.8%		(1,333,124)		-37.1%		(8,022,073)		5,217,017		7.7%		(1,007,903)		-3.3%		7,014,170		12.6%		(6,224,920)		-19.3%		(3,760,956)		861,070		4.9%		6,605,315		24.2%		6,966,100		10,366,271		-175.6%		5,744,245		767.1%		(2,829,274)		(55,478)		-0.3%		(329,298)		-3.2%		(6,934,613)		2,499,976		11.6%		(273,820)		593.6%		(4,062,087)		1,889,124		10.0%		565,213		5.1%		894,511		4,627,300		-13.9%		(1,323,911)		29.9%		(10,652,317)		2,694,716		5.1%		6,841,230		14.1%		7,849,133		17,493,547		-64.2%		4,146,514		278.3%		(4,332,082)		(55,478)		-0.3%		(229,298)		-2.2%		(794,511)		4,102,784		5%		(173,820)		413.3%		3,473,401		2,144,522		9.9%		(240,688)		-2.4%		(11,390)		(3,714,089)		-6.9%		(2,385,210)		-11.2%		(4,874,332)		144,522		0.9%		1,844,853		15.0%		2,085,541		6,719,185		-37.8%		1,700,331		1276.5%		(5,733,013)		2,233,566		4.1%		1,374,867		4.2%		(5,466,363)		7,107,880		-24.0%		(858,699)		103.4%		(4,833,129)		244,522		1.4%		1,870,702		15.2%		25,849		6,703,831		-38.7%		1,626,180		765.0%		(2,498,107)		244,522		1.4%		2,983,853		22.2%		1,113,151		5,481,960		-119.4%		2,739,331		1220.3%		(585,907)		5,189,124		23.3%		4,852,062		31.4%		1,868,209		5,437,969		-828.1%		(337,062)		93.5%		(7,917,143)		5,678,168		10.1%		9,706,617		23.6%		8,331,750		17,623,760		-122.6%		4,028,449		170.9%				k5:k30001

		11		連結_11		(株)AIBS		126		400		税金等調整前当期純利益						(32,324,546)		15,823,467		6.8%		16,914,811		11.1%		49,239,357		-52.3%		1,091,344		106.9%		(18,674,390)		7,911,733		6.5%		5,833,327		7.4%		24,507,717		-31.2%		(2,078,406)		73.7%		(13,650,156)		7,911,734		7.1%		11,081,484		15.0%		24,731,640		-81.2%		3,169,750		140.1%		(3,302,275)		3,372,339		10.4%		(355,785)		-3.5%		2,946,490		10.8%		(3,728,124)		-10.6%		(2,981,617)		872,339		5.0%		(291,333)		-2.9%		64,452		2,690,284		9.8%		(1,163,672)		-33.4%		(1,738,181)		972,339		5.5%		(360,785)		-3.6%		(69,452)		1,377,396		20.8%		(1,333,124)		-37.1%		(8,022,073)		5,217,017		7.7%		(1,007,903)		-3.3%		7,014,170		12.6%		(6,224,920)		-19.3%		(3,760,956)		861,070		4.9%		6,605,315		24.2%		6,966,100		10,366,271		-175.6%		5,744,245		767.1%		(2,829,274)		(55,478)		-0.3%		(329,298)		-3.2%		(6,934,613)		2,499,976		11.6%		(273,820)		593.6%		(4,062,087)		1,889,124		10.0%		565,213		5.1%		894,511		4,627,300		-13.9%		(1,323,911)		29.9%		(10,652,317)		2,694,716		5.1%		6,841,230		14.1%		7,849,133		17,493,547		-64.2%		4,146,514		278.3%		(4,332,082)		(55,478)		-0.3%		(229,298)		-2.2%		(794,511)		4,102,784		5%		(173,820)		413.3%		3,473,401		2,144,522		9.9%		(240,688)		-2.4%		(11,390)		(3,714,089)		-6.9%		(2,385,210)		-11.2%		(4,874,332)		144,522		0.9%		1,844,853		15.0%		2,085,541		6,719,185		-37.8%		1,700,331		1276.5%		(5,733,013)		2,233,566		4.1%		1,374,867		4.2%		(5,466,363)		7,107,880		-24.0%		(858,699)		103.4%		(4,833,129)		244,522		1.4%		1,870,702		15.2%		25,849		6,703,831		-38.7%		1,626,180		765.0%		(2,498,107)		244,522		1.4%		2,983,853		22.2%		1,113,151		5,481,960		-119.4%		2,739,331		1220.3%		(585,907)		5,189,124		23.3%		4,852,062		31.4%		1,868,209		5,437,969		-828.1%		(337,062)		93.5%		(7,917,143)		5,678,168		10.1%		9,706,617		23.6%		8,331,750		17,623,760		-122.6%		4,028,449		170.9%				k5:k30001

		12		連結_12		(株)AFP		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						416,303,494		437,558,213		100.0%		415,594,000		100.0%		(709,494)		99.8%		(21,964,213)		95.0%		207,618,460		217,107,968		100.0%		199,485,000		100.0%		(8,133,460)		96.1%		(17,622,968)		91.9%		208,685,034		220,450,245		100.0%		216,109,000		100.0%		7,423,966		103.6%		(4,341,245)		98.0%		33,517,939		36,025,320		100.0%		32,870,000		100.0%		(647,939)		98.1%		(3,155,320)		91.2%		34,667,204		36,176,389		100.0%		33,041,000		100.0%		171,000		(1,626,204)		95.3%		(3,135,389)		91.3%		34,603,177		36,110,803		100.0%		33,182,000		100.0%		141,000		(1,421,177)		95.9%		(2,928,803)		91.9%		102,788,320		108,312,512		100.0%		99,093,000		100.0%		(3,695,320)		96.4%		(9,219,512)		91.5%		34,453,675		36,111,551		100.0%		33,323,000		100.0%		141,000		(1,130,675)		96.7%		(2,788,551)		92.3%		35,467,602		36,294,714		100.0%		33,464,000		100.0%		141,000		(2,003,602)		94.4%		(2,830,714)		92.2%		34,908,863		36,389,191		100.0%		33,605,000		100.0%		141,000		(1,303,863)		96.3%		(2,784,191)		92.3%		104,830,140		108,795,456		100.0%		100,392,000		100.0%		1,299,000		(4,438,140)		95.8%		(8,403,456)		100.0%		34,892,026		36,460,114		100.0%		34,310,000		100.0%		705,000		(582,026)		98%		(2,150,114)		94.1%		34,927,827		36,618,005		100.0%		34,968,000		100.0%		658,000		40,173		100.1%		(1,650,005)		95.5%		34,787,145		36,695,483		100.0%		35,626,000		100.0%		658,000		838,855		102.4%		(1,069,483)		97.1%		104,606,998		109,773,602		100.0%		104,904,000		100.0%		4,512,000		297,002		100.3%		(4,869,602)		100.0%		34,498,316		36,789,227		100.0%		36,284,000		100.0%		658,000		1,785,684		105.2%		(505,227)		98.6%		34,251,720		36,893,544		100.0%		36,942,000		100.0%		658,000		2,690,280		107.9%		48,456		100.1%		35,328,000		36,993,872		100.0%		37,979,000		100.0%		1,037,000		2,651,000		107.5%		985,128		102.7%		104,078,036		110,676,643		100.0%		111,205,000		100.0%		6,301,000		7,126,964		106.8%		528,357		100.5%				l5:l30001

		12		連結_12		(株)AFP		99		200		営業利益						(37,392,966)		19,447,399		4.4%		10,167,998		2.4%		47,560,964		-27.2%		(9,279,401)		52.3%		(20,068,240)		9,234,900		4.3%		(74,001)		-0.0%		19,994,239		0.4%		(9,308,901)		-0.8%		(17,324,726)		10,212,499		4.6%		10,241,998		4.7%		27,566,724		-59.1%		29,499		100.3%		(3,476,177)		1,467,335		4.1%		(97,000)		-0.3%		3,379,177		2.8%		(1,564,335)		-6.6%		194,399		1,536,930		4.2%		(59,000)		-0.2%		38,000		(253,399)		-30.3%		(1,595,930)		-3.8%		(2,740,029)		1,527,126		4.2%		(27,000)		-0.1%		32,000		2,713,029		1.0%		(1,554,126)		-1.8%		(6,021,807)		4,531,391		4.2%		(183,000)		-0.2%		5,838,807		3.0%		(4,714,391)		-4.0%		593,351		1,522,934		4.2%		5,000		0.0%		32,000		(588,351)		0.8%		(1,517,934)		0.3%		(7,633,917)		1,638,702		4.5%		36,000		0.1%		31,000		7,669,917		-0.5%		(1,602,702)		2.2%		(7,005,867)		1,541,873		4.2%		68,000		0.2%		32,000		7,073,867		-1.0%		(1,473,873)		4.4%		(14,046,433)		4,703,509		4.3%		108,999		0.1%		291,999		14,155,432		-0.8%		(4,594,510)		2.5%		(5,446,018)		1,543,180		4.2%		1,270,000		3.7%		1,202,000		6,716,018		-23%		(273,180)		82.3%		(440,009)		1,637,384		4.5%		1,439,000		4.1%		169,000		1,879,009		-327.0%		(198,384)		87.9%		(5,437,910)		1,714,118		4.7%		1,607,000		4.5%		168,000		7,044,910		-29.6%		(107,118)		93.8%		(11,323,937)		4,894,682		4.5%		4,315,999		4.1%		4,207,000		15,639,936		-38.1%		(578,683)		92.3%		(1,763,108)		1,742,199		4.7%		1,775,000		4.9%		168,000		3,538,108		-100.7%		32,801		101.9%		(5,065,681)		1,774,923		4.8%		1,943,000		5.3%		168,000		7,008,681		-38.4%		168,077		109.5%		828,000		1,800,695		4.9%		2,208,000		5.8%		265,000		1,380,000		266.7%		407,305		122.6%		(6,000,789)		5,317,817		4.8%		5,925,999		5.3%		1,610,000		11,926,788		-98.8%		608,182		111.4%				l5:l30001

		12		連結_12		(株)AFP		111		300		経常利益						(37,386,776)		19,447,399		4.4%		10,167,998		2.4%		47,554,774		-27.2%		(9,279,401)		52.3%		(20,062,462)		9,234,900		4.3%		(74,001)		-0.0%		19,988,461		0.4%		(9,308,901)		-0.8%		(17,324,314)		10,212,499		4.6%		10,241,998		4.7%		27,566,312		-59.1%		29,499		100.3%		(3,476,177)		1,467,335		4.1%		(97,000)		-0.3%		3,379,177		2.8%		(1,564,335)		-6.6%		194,877		1,536,930		4.2%		(59,000)		-0.2%		38,000		(253,877)		-30.3%		(1,595,930)		-3.8%		(2,740,029)		1,527,126		4.2%		(27,000)		-0.1%		32,000		2,713,029		1.0%		(1,554,126)		-1.8%		(6,021,329)		4,531,391		4.2%		(183,000)		-0.2%		5,838,329		3.0%		(4,714,391)		-4.0%		598,651		1,522,934		4.2%		5,000		0.0%		32,000		(593,651)		0.8%		(1,517,934)		0.3%		(7,633,917)		1,638,702		4.5%		36,000		0.1%		31,000		7,669,917		-0.5%		(1,602,702)		2.2%		(7,005,867)		1,541,873		4.2%		68,000		0.2%		32,000		7,073,867		-1.0%		(1,473,873)		4.4%		(14,041,133)		4,703,509		4.3%		108,999		0.1%		291,999		14,150,132		-0.8%		(4,594,510)		2.5%		(5,446,018)		1,543,180		4.2%		1,270,000		3.7%		1,202,000		6,716,018		-23%		(273,180)		82.3%		(439,597)		1,637,384		4.5%		1,439,000		4.1%		169,000		1,878,597		-327.3%		(198,384)		87.9%		(5,437,910)		1,714,118		4.7%		1,607,000		4.5%		168,000		7,044,910		-29.6%		(107,118)		93.8%		(11,323,525)		4,894,682		4.5%		4,315,999		4.1%		4,207,000		15,639,524		-38.1%		(578,683)		92.3%		(1,763,108)		1,742,199		4.7%		1,775,000		4.9%		168,000		3,538,108		-100.7%		32,801		101.9%		(5,065,681)		1,774,923		4.8%		1,943,000		5.3%		168,000		7,008,681		-38.4%		168,077		109.5%		828,000		1,800,695		4.9%		2,208,000		5.8%		265,000		1,380,000		266.7%		407,305		122.6%		(6,000,789)		5,317,817		4.8%		5,925,999		5.3%		1,610,000		11,926,788		-98.8%		608,182		111.4%				l5:l30001

		12		連結_12		(株)AFP		126		400		税金等調整前当期純利益						(37,386,776)		19,447,399		4.4%		10,167,998		2.4%		47,554,774		-27.2%		(9,279,401)		52.3%		(20,062,462)		9,234,900		4.3%		(74,001)		-0.0%		19,988,461		0.4%		(9,308,901)		-0.8%		(17,324,314)		10,212,499		4.6%		10,241,998		4.7%		27,566,312		-59.1%		29,499		100.3%		(3,476,177)		1,467,335		4.1%		(97,000)		-0.3%		3,379,177		2.8%		(1,564,335)		-6.6%		194,877		1,536,930		4.2%		(59,000)		-0.2%		38,000		(253,877)		-30.3%		(1,595,930)		-3.8%		(2,740,029)		1,527,126		4.2%		(27,000)		-0.1%		32,000		2,713,029		1.0%		(1,554,126)		-1.8%		(6,021,329)		4,531,391		4.2%		(183,000)		-0.2%		5,838,329		3.0%		(4,714,391)		-4.0%		598,651		1,522,934		4.2%		5,000		0.0%		32,000		(593,651)		0.8%		(1,517,934)		0.3%		(7,633,917)		1,638,702		4.5%		36,000		0.1%		31,000		7,669,917		-0.5%		(1,602,702)		2.2%		(7,005,867)		1,541,873		4.2%		68,000		0.2%		32,000		7,073,867		-1.0%		(1,473,873)		4.4%		(14,041,133)		4,703,509		4.3%		108,999		0.1%		291,999		14,150,132		-0.8%		(4,594,510)		2.5%		(5,446,018)		1,543,180		4.2%		1,270,000		3.7%		1,202,000		6,716,018		-23%		(273,180)		82.3%		(439,597)		1,637,384		4.5%		1,439,000		4.1%		169,000		1,878,597		-327.3%		(198,384)		87.9%		(5,437,910)		1,714,118		4.7%		1,607,000		4.5%		168,000		7,044,910		-29.6%		(107,118)		93.8%		(11,323,525)		4,894,682		4.5%		4,315,999		4.1%		4,207,000		15,639,524		-38.1%		(578,683)		92.3%		(1,763,108)		1,742,199		4.7%		1,775,000		4.9%		168,000		3,538,108		-100.7%		32,801		101.9%		(5,065,681)		1,774,923		4.8%		1,943,000		5.3%		168,000		7,008,681		-38.4%		168,077		109.5%		828,000		1,800,695		4.9%		2,208,000		5.8%		265,000		1,380,000		266.7%		407,305		122.6%		(6,000,789)		5,317,817		4.8%		5,925,999		5.3%		1,610,000		11,926,788		-98.8%		608,182		111.4%				l5:l30001

		13		連結_13		JBTV(株)		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						1,030,086,758		683,000,200		100.0%		675,800,088		100.0%		(354,286,670)		65.6%		(7,200,112)		98.9%		502,288,497		338,327,600		100.0%		350,578,844		100.0%		(151,709,653)		69.8%		12,251,244		103.6%		527,798,261		344,672,600		100.0%		325,221,244		100.0%		(202,577,017)		61.6%		(19,451,356)		94.4%		58,890,604		56,187,600		100.0%		50,084,774		100.0%		(8,805,830)		85.0%		(6,102,826)		89.1%		79,183,249		56,187,600		100.0%		53,244,774		100.0%		3,160,000		(25,938,475)		67.2%		(2,942,826)		94.8%		92,038,662		56,187,600		100.0%		70,074,774		100.0%		16,830,000		(21,963,888)		76.1%		13,887,174		124.7%		230,112,515		168,562,800		100.0%		173,404,322		100.0%		(56,708,193)		75.4%		4,841,522		102.9%		94,658,877		56,271,600		100.0%		43,835,174		100.0%		(26,239,600)		(50,823,703)		46.3%		(12,436,426)		77.9%		82,814,397		56,771,600		100.0%		84,315,174		100.0%		40,480,000		1,500,777		101.8%		27,543,574		148.5%		94,702,708		56,721,600		100.0%		49,024,174		100.0%		(35,291,000)		(45,678,534)		51.8%		(7,697,426)		86.4%		272,175,982		169,764,800		100.0%		177,174,522		100.0%		3,770,200		(95,001,460)		65.1%		7,409,722		100.0%		181,345,568		57,101,600		100.0%		55,572,574		100.0%		6,548,400		(125,772,994)		31%		(1,529,026)		97.3%		95,684,454		57,191,600		100.0%		51,262,374		100.0%		(4,310,200)		(44,422,080)		53.6%		(5,929,226)		89.6%		87,857,862		57,441,600		100.0%		51,439,874		100.0%		177,500		(36,417,988)		58.5%		(6,001,726)		89.6%		364,887,884		171,734,800		100.0%		158,274,822		100.0%		(18,899,700)		(206,613,062)		43.4%		(13,459,978)		100.0%		63,940,769		57,641,600		100.0%		51,978,874		100.0%		539,000		(11,961,895)		81.3%		(5,662,726)		90.2%		50,172,646		57,661,600		100.0%		51,989,874		100.0%		11,000		1,817,228		103.6%		(5,671,726)		90.2%		48,796,962		57,634,600		100.0%		62,977,674		100.0%		10,987,800		14,180,712		129.1%		5,343,074		109.3%		162,910,377		172,937,800		100.0%		166,946,422		100.0%		8,671,600		4,036,045		102.5%		(5,991,378)		96.5%				m5:m30001

		13		連結_13		JBTV(株)		99		200		営業利益						139,840,827		40,000,262		5.9%		5,499,630		0.8%		(134,341,197)		3.9%		(34,500,632)		13.7%		76,628,375		18,674,979		5.5%		6,562,795		1.9%		(70,065,580)		8.6%		(12,112,184)		35.1%		63,212,452		21,325,283		6.2%		(1,063,165)		-0.3%		(64,275,617)		-1.7%		(22,388,448)		-5.0%		799,564		3,024,450		5.4%		(1,418,974)		-2.8%		(2,218,538)		-177.5%		(4,443,424)		-46.9%		13,318,720		3,024,450		5.4%		(467,466)		-0.9%		951,508		(13,786,186)		-3.5%		(3,491,916)		-15.5%		14,336,396		3,024,450		5.4%		4,600,215		6.6%		5,067,681		(9,736,181)		32.1%		1,575,765		152.1%		28,454,680		9,073,350		5.4%		2,713,775		1.6%		(25,740,905)		9.5%		(6,359,575)		29.9%		21,739,616		3,061,368		5.4%		(3,300,791)		-7.5%		(7,901,006)		(25,040,407)		-15.2%		(6,362,159)		-107.8%		12,362,822		3,281,118		5.8%		8,888,142		10.5%		12,188,933		(3,474,680)		71.9%		5,607,024		270.9%		14,071,257		3,259,143		5.7%		(1,738,331)		-3.5%		(10,626,473)		(15,809,588)		-12.4%		(4,997,474)		-53.3%		48,173,695		9,601,629		5.7%		3,849,020		2.2%		1,135,245		(44,324,675)		8.0%		(5,752,609)		38.4%		41,556,293		3,397,602		6.0%		233,458		0.4%		1,971,789		(41,322,835)		1%		(3,164,144)		6.9%		17,513,851		3,437,112		6.0%		(1,064,387)		-2.1%		(1,297,845)		(18,578,238)		-6.1%		(4,501,499)		-31.0%		2,885,062		3,556,862		6.2%		(1,010,940)		-2.0%		53,447		(3,896,002)		-35.0%		(4,567,802)		-28.4%		61,955,206		10,391,576		6.1%		(1,841,869)		-1.2%		(5,690,889)		(63,797,075)		-3.0%		(12,233,445)		-19.2%		6,131,025		3,644,662		6.3%		(848,641)		-1.6%		162,299		(6,979,666)		-13.8%		(4,493,303)		-23.3%		977,655		3,653,445		6.3%		(845,329)		-1.6%		3,312		(1,822,984)		-86.5%		(4,498,774)		-23.1%		(5,851,434)		3,635,600		6.3%		2,472,674		3.9%		3,318,003		8,324,108		-42.3%		(1,162,926)		68.0%		1,257,246		10,933,707		6.3%		778,704		0.5%		2,620,573		(478,542)		61.9%		(10,155,003)		7.1%				m5:m30001

		13		連結_13		JBTV(株)		111		300		経常利益						150,624,035		58,040,258		8.5%		18,112,009		2.7%		(132,512,026)		12.0%		(39,928,249)		31.2%		84,001,481		27,694,977		8.2%		12,863,505		3.7%		(71,137,976)		15.3%		(14,831,472)		46.4%		66,622,554		30,345,281		8.8%		5,248,504		1.6%		(61,374,050)		7.9%		(25,096,777)		17.3%		835,892		4,527,783		8.1%		(331,851)		-0.7%		(1,167,743)		-39.7%		(4,859,634)		-7.3%		13,356,826		4,527,783		8.1%		514,451		1.0%		846,302		(12,842,375)		3.9%		(4,013,332)		11.4%		18,332,882		4,527,783		8.1%		5,680,543		8.1%		5,166,092		(12,652,339)		31.0%		1,152,760		125.5%		32,525,600		13,583,349		8.1%		5,863,143		3.4%		(26,662,457)		18.0%		(7,720,206)		43.2%		21,777,190		4,564,701		8.1%		(2,261,887)		-5.2%		(7,942,430)		(24,039,077)		-10.4%		(6,826,588)		-49.6%		12,369,252		4,784,451		8.4%		9,961,676		11.8%		12,223,563		(2,407,576)		80.5%		5,177,225		208.2%		17,329,439		4,762,476		8.4%		(699,427)		-1.4%		(10,661,103)		(18,028,866)		-4.0%		(5,461,903)		-14.7%		51,475,881		14,111,628		8.3%		7,000,362		4.0%		1,137,219		(44,475,519)		13.6%		(7,111,266)		47.5%		41,590,996		4,900,935		8.6%		1,306,992		2.4%		2,006,419		(40,284,004)		3%		(3,593,943)		26.7%		17,552,880		4,940,445		8.6%		2,352		0.0%		(1,304,640)		(17,550,528)		0.0%		(4,938,093)		0.0%		6,147,336		5,060,195		8.8%		14,813		0.0%		12,461		(6,132,523)		0.2%		(5,045,382)		0.3%		65,291,212		14,901,575		8.7%		1,324,157		0.8%		(5,676,205)		(63,967,055)		2.0%		(13,577,418)		9.6%		6,169,136		5,147,995		8.9%		211,304		0.4%		196,491		(5,957,832)		3.4%		(4,936,691)		4.1%		1,013,640		5,156,778		8.9%		180,424		0.3%		(30,880)		(833,216)		17.8%		(4,976,354)		3.5%		(5,851,434)		5,138,933		8.9%		3,532,619		5.6%		3,352,195		9,384,053		-60.4%		(1,606,314)		68.7%		1,331,342		15,443,706		8.9%		3,924,347		2.4%		2,600,190		2,593,005		294.8%		(11,519,359)		25.4%				m5:m30001

		13		連結_13		JBTV(株)		126		400		税金等調整前当期純利益						129,133,935		58,040,258		8.5%		18,112,009		2.7%		(111,021,926)		14.0%		(39,928,249)		31.2%		62,713,811		27,694,977		8.2%		12,863,505		3.7%		(49,850,306)		20.5%		(14,831,472)		46.4%		66,420,124		30,345,281		8.8%		5,248,504		1.6%		(61,171,620)		7.9%		(25,096,777)		17.3%		835,892		4,527,783		8.1%		(331,851)		-0.7%		(1,167,743)		-39.7%		(4,859,634)		-7.3%		13,356,826		4,527,783		8.1%		514,451		1.0%		846,302		(12,842,375)		3.9%		(4,013,332)		11.4%		18,332,882		4,527,783		8.1%		5,680,543		8.1%		5,166,092		(12,652,339)		31.0%		1,152,760		125.5%		32,525,600		13,583,349		8.1%		5,863,143		3.4%		(26,662,457)		18.0%		(7,720,206)		43.2%		21,777,190		4,564,701		8.1%		(2,261,887)		-5.2%		(7,942,430)		(24,039,077)		-10.4%		(6,826,588)		-49.6%		(8,918,436)		4,784,451		8.4%		9,961,676		11.8%		12,223,563		18,880,112		-111.7%		5,177,225		208.2%		17,329,457		4,762,476		8.4%		(699,427)		-1.4%		(10,661,103)		(18,028,884)		-4.0%		(5,461,903)		-14.7%		30,188,211		14,111,628		8.3%		7,000,362		4.0%		1,137,219		(23,187,849)		23.2%		(7,111,266)		47.5%		41,590,996		4,900,935		8.6%		1,306,992		2.4%		2,006,419		(40,284,004)		3%		(3,593,943)		26.7%		17,552,880		4,940,445		8.6%		2,352		0.0%		(1,304,640)		(17,550,528)		0.0%		(4,938,093)		0.0%		6,147,336		5,060,195		8.8%		14,813		0.0%		12,461		(6,132,523)		0.2%		(5,045,382)		0.3%		65,291,212		14,901,575		8.7%		1,324,157		0.8%		(5,676,205)		(63,967,055)		2.0%		(13,577,418)		9.6%		6,169,136		5,147,995		8.9%		211,304		0.4%		196,491		(5,957,832)		3.4%		(4,936,691)		4.1%		811,210		5,156,778		8.9%		180,424		0.3%		(30,880)		(630,786)		22.2%		(4,976,354)		3.5%		(5,851,434)		5,138,933		8.9%		3,532,619		5.6%		3,352,195		9,384,053		-60.4%		(1,606,314)		68.7%		1,128,912		15,443,706		8.9%		3,924,347		2.4%		2,600,190		2,795,435		347.6%		(11,519,359)		25.4%				m5:m30001

		14		連結_14		(株)AMD		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						102,414,066		61,160,000		100.0%		200,990,000		100.0%		98,575,934		196.3%		139,830,000		328.6%		59,136,298		30,580,000		100.0%		85,076,000		100.0%		25,939,702		143.9%		54,496,000		278.2%		43,277,768		30,580,000		100.0%		115,914,000		100.0%		72,636,232		267.8%		85,334,000		379.1%		3,755,656		3,405,000		100.0%		11,768,000		100.0%		8,012,344		313.3%		8,363,000		345.6%		16,140,707		4,005,000		100.0%		12,968,000		100.0%		1,200,000		(3,172,707)		80.3%		8,963,000		323.8%		11,787,057		5,140,000		100.0%		12,968,000		100.0%		0		1,180,943		110.0%		7,828,000		252.3%		31,683,420		12,550,000		100.0%		37,704,000		100.0%		6,020,580		119.0%		25,154,000		300.4%		17,397,182		4,540,000		100.0%		15,085,000		100.0%		2,117,000		(2,312,182)		86.7%		10,545,000		332.3%		5,646,959		6,745,000		100.0%		15,085,000		100.0%		0		9,438,041		267.1%		8,340,000		223.6%		4,408,737		6,745,000		100.0%		17,202,000		100.0%		2,117,000		12,793,263		390.2%		10,457,000		255.0%		27,452,878		18,030,000		100.0%		47,372,000		100.0%		9,668,000		19,919,122		172.6%		29,342,000		100.0%		6,019,372		4,540,000		100.0%		19,319,000		100.0%		2,117,000		13,299,628		321%		14,779,000		425.5%		4,628,607		3,940,000		100.0%		19,319,000		100.0%		0		14,690,393		417.4%		15,379,000		490.3%		7,563,065		5,610,000		100.0%		19,319,000		100.0%		0		11,755,935		255.4%		13,709,000		344.4%		18,211,044		14,090,000		100.0%		57,957,000		100.0%		10,585,000		39,745,956		318.3%		43,867,000		100.0%		1,220,682		6,210,000		100.0%		19,319,000		100.0%		0		18,098,318		1582.6%		13,109,000		311.1%		12,826,742		5,140,000		100.0%		19,319,000		100.0%		0		6,492,258		150.6%		14,179,000		375.9%		11,019,300		5,140,000		100.0%		19,319,000		100.0%		0		8,299,700		175.3%		14,179,000		375.9%		25,066,724		16,490,000		100.0%		57,957,000		100.0%		0		32,890,276		231.2%		41,467,000		351.5%				n5:n30001

		14		連結_14		(株)AMD		99		200		営業利益						(15,605,585)		7,507,171		12.3%		(4,327,333)		-2.2%		11,278,252		27.7%		(11,834,504)		-57.6%		(5,295,767)		3,753,585		12.3%		(7,949,333)		-9.3%		(2,653,566)		150.1%		(11,702,919)		-211.8%		(10,309,818)		3,753,585		12.3%		3,622,000		3.1%		13,931,818		-35.1%		(131,585)		96.5%		(1,283,491)		(506,069)		-14.9%		(4,027,333)		-34.2%		(2,743,842)		313.8%		(3,521,264)		795.8%		(312,093)		(326,069)		-8.1%		(1,327,333)		-10.2%		2,700,000		(1,015,240)		425.3%		(1,001,264)		407.1%		(115,781)		388,931		7.6%		(1,327,333)		-10.2%		0		(1,211,552)		1146.4%		(1,716,264)		-341.3%		(1,711,365)		(443,207)		-3.5%		(6,682,000)		-17.7%		(4,970,635)		390.4%		(6,238,793)		1507.6%		(711,846)		208,931		4.6%		(543,667)		-3.6%		783,667		168,179		76.4%		(752,598)		-260.2%		(897,068)		1,993,931		29.6%		(543,667)		-3.6%		0		353,401		60.6%		(2,537,598)		-27.3%		(1,975,488)		1,993,931		29.6%		(180,000)		-1.0%		363,667		1,795,488		9.1%		(2,173,931)		-9.0%		(3,584,402)		4,196,793		23.3%		(1,267,333)		-2.7%		5,414,667		2,317,069		35.4%		(5,464,126)		-11.5%		(1,670,543)		208,931		4.6%		603,667		3.1%		783,667		2,274,210		-36%		394,736		288.9%		(1,244,809)		28,931		0.7%		603,667		3.1%		0		1,848,476		-48.5%		574,736		2086.6%		(1,182,310)		1,278,931		22.8%		603,667		3.1%		0		1,785,977		-51.1%		(675,264)		47.2%		(4,097,662)		1,516,793		10.8%		1,811,000		3.1%		3,078,333		5,908,662		-44.2%		294,207		29.0%		(2,666,368)		1,458,931		23.5%		603,667		3.1%		0		3,270,035		-22.6%		(855,264)		41.4%		745,035		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		(141,368)		81.0%		214,736		155.2%		(4,290,823)		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		4,894,490		-14.1%		214,736		155.2%		(6,212,156)		2,236,793		13.6%		1,811,000		3.1%		0		8,023,156		-29.2%		(425,793)		81.0%				n5:n30001

		14		連結_14		(株)AMD		111		300		経常利益						(15,534,896)		7,507,171		12.3%		(4,327,333)		-2.2%		11,207,563		27.9%		(11,834,504)		-57.6%		(5,225,186)		3,753,585		12.3%		(7,949,333)		-9.3%		(2,724,147)		152.1%		(11,702,919)		-211.8%		(10,309,710)		3,753,585		12.3%		3,622,000		3.1%		13,931,710		-35.1%		(131,585)		96.5%		(1,283,491)		(506,069)		-14.9%		(4,027,333)		-34.2%		(2,743,842)		313.8%		(3,521,264)		795.8%		(312,012)		(326,069)		-8.1%		(1,327,333)		-10.2%		2,700,000		(1,015,321)		425.4%		(1,001,264)		407.1%		(115,781)		388,931		7.6%		(1,327,333)		-10.2%		0		(1,211,552)		1146.4%		(1,716,264)		-341.3%		(1,711,284)		(443,207)		-3.5%		(6,682,000)		-17.7%		(4,970,716)		390.5%		(6,238,793)		1507.6%		(664,646)		208,931		4.6%		(543,667)		-3.6%		783,667		120,979		81.8%		(752,598)		-260.2%		(873,768)		1,993,931		29.6%		(543,667)		-3.6%		0		330,101		62.2%		(2,537,598)		-27.3%		(1,975,488)		1,993,931		29.6%		(180,000)		-1.0%		363,667		1,795,488		9.1%		(2,173,931)		-9.0%		(3,513,902)		4,196,793		23.3%		(1,267,333)		-2.7%		5,414,667		2,246,569		36.1%		(5,464,126)		-11.5%		(1,670,543)		208,931		4.6%		603,667		3.1%		783,667		2,274,210		-36%		394,736		288.9%		(1,244,701)		28,931		0.7%		603,667		3.1%		0		1,848,368		-48.5%		574,736		2086.6%		(1,182,310)		1,278,931		22.8%		603,667		3.1%		0		1,785,977		-51.1%		(675,264)		47.2%		(4,097,554)		1,516,793		10.8%		1,811,000		3.1%		3,078,333		5,908,554		-44.2%		294,207		29.0%		(2,666,368)		1,458,931		23.5%		603,667		3.1%		0		3,270,035		-22.6%		(855,264)		41.4%		745,035		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		(141,368)		81.0%		214,736		155.2%		(4,290,823)		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		4,894,490		-14.1%		214,736		155.2%		(6,212,156)		2,236,793		13.6%		1,811,000		3.1%		0		8,023,156		-29.2%		(425,793)		81.0%				n5:n30001

		14		連結_14		(株)AMD		126		400		税金等調整前当期純利益						(15,534,896)		7,507,171		12.3%		(4,327,333)		-2.2%		11,207,563		27.9%		(11,834,504)		-57.6%		(5,225,186)		3,753,585		12.3%		(7,949,333)		-9.3%		(2,724,147)		152.1%		(11,702,919)		-211.8%		(10,309,710)		3,753,585		12.3%		3,622,000		3.1%		13,931,710		-35.1%		(131,585)		96.5%		(1,283,491)		(506,069)		-14.9%		(4,027,333)		-34.2%		(2,743,842)		313.8%		(3,521,264)		795.8%		(312,012)		(326,069)		-8.1%		(1,327,333)		-10.2%		2,700,000		(1,015,321)		425.4%		(1,001,264)		407.1%		(115,781)		388,931		7.6%		(1,327,333)		-10.2%		0		(1,211,552)		1146.4%		(1,716,264)		-341.3%		(1,711,284)		(443,207)		-3.5%		(6,682,000)		-17.7%		(4,970,716)		390.5%		(6,238,793)		1507.6%		(664,646)		208,931		4.6%		(543,667)		-3.6%		783,667		120,979		81.8%		(752,598)		-260.2%		(873,768)		1,993,931		29.6%		(543,667)		-3.6%		0		330,101		62.2%		(2,537,598)		-27.3%		(1,975,488)		1,993,931		29.6%		(180,000)		-1.0%		363,667		1,795,488		9.1%		(2,173,931)		-9.0%		(3,513,902)		4,196,793		23.3%		(1,267,333)		-2.7%		5,414,667		2,246,569		36.1%		(5,464,126)		-11.5%		(1,670,543)		208,931		4.6%		603,667		3.1%		783,667		2,274,210		-36%		394,736		288.9%		(1,244,701)		28,931		0.7%		603,667		3.1%		0		1,848,368		-48.5%		574,736		2086.6%		(1,182,310)		1,278,931		22.8%		603,667		3.1%		0		1,785,977		-51.1%		(675,264)		47.2%		(4,097,554)		1,516,793		10.8%		1,811,000		3.1%		3,078,333		5,908,554		-44.2%		294,207		29.0%		(2,666,368)		1,458,931		23.5%		603,667		3.1%		0		3,270,035		-22.6%		(855,264)		41.4%		745,035		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		(141,368)		81.0%		214,736		155.2%		(4,290,823)		388,931		7.6%		603,667		3.1%		0		4,894,490		-14.1%		214,736		155.2%		(6,212,156)		2,236,793		13.6%		1,811,000		3.1%		0		8,023,156		-29.2%		(425,793)		81.0%				n5:n30001

		15		連結_15		Aucnet USA		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						1,672,065		18,975,000		100.0%		0				(1,672,065)		0.0%		(18,975,000)		0.0%		1,672,065		9,487,500		100.0%		0				(1,672,065)		0.0%		(9,487,500)		0.0%		0		9,487,500		100.0%		0				0		0.0%		(9,487,500)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		506,818		1,581,250		100.0%		0				0		(506,818)		0.0%		(1,581,250)		0.0%		506,818		4,743,750		100.0%		0				(506,818)		0.0%		(4,743,750)		0.0%		222,722		1,581,250		100.0%		0				0		(222,722)		0.0%		(1,581,250)		0.0%		420,308		1,581,250		100.0%		0				0		(420,308)		0.0%		(1,581,250)		0.0%		522,218		1,581,250		100.0%		0				0		(522,218)		0.0%		(1,581,250)		0.0%		1,165,248		4,743,750		100.0%		0				0		(1,165,248)		0.0%		(4,743,750)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0%		(1,581,250)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		4,743,750		100.0%		0				0		0		0.0%		(4,743,750)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		1,581,250		100.0%		0				0		0		0.0%		(1,581,250)		0.0%		0		4,743,750		100.0%		0				0		0		0.0%		(4,743,750)		0.0%				o5:o30001

		15		連結_15		Aucnet USA		99		200		営業利益						(13,601,218)		(9,123,840)		-48.1%		(286,550)				13,314,668		2.1%		8,837,290		3.1%		(11,704,350)		(4,614,060)		-48.6%		(286,550)				11,417,800		2.4%		4,327,510		6.2%		(1,896,869)		(4,509,780)		-47.5%		0				1,896,869		0.0%		4,509,780		0.0%		(2,648,400)		(751,630)		-47.5%		0				2,648,400		0.0%		751,630		0.0%		(1,482,370)		(751,630)		-47.5%		0				0		1,482,370		0.0%		751,630		0.0%		(4,303,319)		(751,630)		-47.5%		(286,550)				(286,550)		4,016,769		6.7%		465,080		38.1%		(8,434,089)		(2,254,890)		-47.5%		(286,550)				8,147,539		3.4%		1,968,340		12.7%		(1,233,758)		(751,630)		-47.5%		0				286,550		1,233,758		0.0%		751,630		0.0%		(1,086,774)		(751,630)		-47.5%		0				0		1,086,774		0.0%		751,630		0.0%		(949,729)		(855,910)		-54.1%		0				0		949,729		0.0%		855,910		0.0%		(3,270,260)		(2,359,170)		-49.7%		0				286,550		3,270,260		0.0%		2,359,170		0.0%		(1,560,853)		(751,630)		-47.5%		0				0		1,560,853		0%		751,630		0.0%		(331,533)		(751,630)		-47.5%		0				0		331,533		0.0%		751,630		0.0%		(4,483)		(751,630)		-47.5%		0				0		4,483		0.0%		751,630		0.0%		(1,896,869)		(2,254,890)		-47.5%		0				0		1,896,869		0.0%		2,254,890		0.0%		0		(751,630)		-47.5%		0				0		0		0.0%		751,630		0.0%		0		(751,630)		-47.5%		0				0		0		0.0%		751,630		0.0%		0		(751,630)		-47.5%		0				0		0		0.0%		751,630		0.0%		0		(2,254,890)		-47.5%		0				0		0		0.0%		2,254,890		0.0%				o5:o30001

		15		連結_15		Aucnet USA		111		300		経常利益						(13,661,200)		(3,106,180)		-16.4%		(509,644)				13,151,556		3.7%		2,596,536		16.4%		(9,969,735)		(510,400)		-5.4%		(397,180)				9,572,555		4.0%		113,220		77.8%		(3,691,466)		(2,595,780)		-27.4%		(112,464)				3,579,002		3.0%		2,483,316		4.3%		(2,410,000)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				2,391,052		0.8%		413,682		4.4%		(1,234,005)		(432,630)		-27.4%		(17,114)				1,834		1,216,891		1.4%		415,516		4.0%		(4,014,090)		1,757,030		111.1%		(305,498)				(288,384)		3,708,592		7.6%		(2,062,528)		-17.4%		(7,658,096)		891,770		18.8%		(341,560)				7,316,536		4.5%		(1,233,330)		-38.3%		(921,001)		(432,630)		-27.4%		(18,336)				287,162		902,665		2.0%		414,294		4.2%		(763,827)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		744,879		2.5%		413,682		4.4%		(626,811)		(536,910)		-34.0%		(18,336)				612		608,475		2.9%		518,574		3.4%		(2,311,639)		(1,402,170)		-29.6%		(55,620)				285,940		2,256,019		2.4%		1,346,550		0.0%		(1,559,435)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		1,540,487		1%		413,682		4.4%		(368,535)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				0		349,587		5.1%		413,682		4.4%		(1,763,496)		(432,630)		-27.4%		(18,336)				612		1,745,160		1.0%		414,294		4.2%		(3,691,466)		(1,297,890)		-27.4%		(56,232)				(612)		3,635,234		1.5%		1,241,658		0.0%		0		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		(18,948)		0.0%		413,682		4.4%		0		(432,630)		-27.4%		(18,336)				612		(18,336)		0.0%		414,294		4.2%		0		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		(18,948)		0.0%		413,682		4.4%		0		(1,297,890)		-27.4%		(56,232)				0		(56,232)		0.0%		1,241,658		4.3%				o5:o30001

		15		連結_15		Aucnet USA		126		400		税金等調整前当期純利益						(215,605,279)		(3,106,180)		-16.4%		(509,644)				215,095,635		0.2%		2,596,536		16.4%		(9,969,735)		(510,400)		-5.4%		(397,180)				9,572,555		4.0%		113,220		77.8%		(205,635,544)		(2,595,780)		-27.4%		(112,464)				205,523,080		0.1%		2,483,316		4.3%		(2,410,000)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				2,391,052		0.8%		413,682		4.4%		(1,234,005)		(432,630)		-27.4%		(17,114)				1,834		1,216,891		1.4%		415,516		4.0%		(4,014,090)		1,757,030		111.1%		(305,498)				(288,384)		3,708,592		7.6%		(2,062,528)		-17.4%		(7,658,096)		891,770		18.8%		(341,560)				7,316,536		4.5%		(1,233,330)		-38.3%		(921,001)		(432,630)		-27.4%		(18,336)				287,162		902,665		2.0%		414,294		4.2%		(763,827)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		744,879		2.5%		413,682		4.4%		(626,811)		(536,910)		-34.0%		(18,336)				612		608,475		2.9%		518,574		3.4%		(2,311,639)		(1,402,170)		-29.6%		(55,620)				285,940		2,256,019		2.4%		1,346,550		0.0%		(96,266,924)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		96,247,976		0%		413,682		4.4%		(368,535)		(432,630)		-27.4%		(18,948)				0		349,587		5.1%		413,682		4.4%		(109,000,085)		(432,630)		-27.4%		(18,336)				612		108,981,749		0.0%		414,294		4.2%		(205,635,544)		(1,297,890)		-27.4%		(56,232)				(612)		205,579,312		0.0%		1,241,658		0.0%		0		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		(18,948)		0.0%		413,682		4.4%		0		(432,630)		-27.4%		(18,336)				612		(18,336)		0.0%		414,294		4.2%		0		(432,630)		-27.4%		(18,948)				(612)		(18,948)		0.0%		413,682		4.4%		0		(1,297,890)		-27.4%		(56,232)				0		(56,232)		0.0%		1,241,658		4.3%				o5:o30001

		16		連結_16		Print Vision		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						11,288,725		150,788,880		100.0%		0				(11,288,725)		0.0%		(150,788,880)		0.0%		11,288,725		75,394,440		100.0%		0				(11,288,725)		0.0%		(75,394,440)		0.0%		0		75,394,440		100.0%		0				0		0.0%		(75,394,440)		0.0%		172,212		12,565,740		100.0%		0				(172,212)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		172,212		12,565,740		100.0%		0				0		(172,212)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		6,442,182		12,565,740		100.0%		0				0		(6,442,182)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		6,786,606		37,697,220		100.0%		0				(6,786,606)		0.0%		(37,697,220)		0.0%		1,892,991		12,565,740		100.0%		0				0		(1,892,991)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		1,334,897		12,565,740		100.0%		0				0		(1,334,897)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		1,274,231		12,565,740		100.0%		0				0		(1,274,231)		0.0%		(12,565,740)		0.0%		4,502,119		37,697,220		100.0%		0				0		(4,502,119)		0.0%		(37,697,220)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0%		(12,565,740)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0.0%		(12,565,740)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0.0%		(12,565,740)		0.0%		0		37,697,220		100.0%		0				0		0		0.0%		(37,697,220)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0.0%		(12,565,740)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0.0%		(12,565,740)		0.0%		0		12,565,740		100.0%		0				0		0		0.0%		(12,565,740)		0.0%		0		37,697,220		100.0%		0				0		0		0.0%		(37,697,220)		0.0%				p5:p30001

		16		連結_16		Print Vision		99		200		営業利益						(26,844,219)		53,177,960		35.3%		0				26,844,219		0.0%		(53,177,960)		0.0%		(26,844,219)		26,467,870		35.1%		0				26,844,219		0.0%		(26,467,870)		0.0%		0		26,710,090		35.4%		0				0		0.0%		(26,710,090)		0.0%		(7,005,811)		4,459,510		35.5%		0				7,005,811		0.0%		(4,459,510)		0.0%		(5,647,237)		4,252,710		33.8%		0				0		5,647,237		0.0%		(4,252,710)		0.0%		(1,021,034)		4,410,120		35.1%		0				0		1,021,034		0.0%		(4,410,120)		0.0%		(13,674,082)		13,122,340		34.8%		0				13,674,082		0.0%		(13,122,340)		0.0%		(4,637,073)		4,426,510		35.2%		0				0		4,637,073		0.0%		(4,426,510)		0.0%		(4,505,864)		4,459,510		35.5%		0				0		4,505,864		0.0%		(4,459,510)		0.0%		(4,027,200)		4,459,510		35.5%		0				0		4,027,200		0.0%		(4,459,510)		0.0%		(13,170,137)		13,345,530		35.4%		0				0		13,170,137		0.0%		(13,345,530)		0.0%		0		4,459,510		35.5%		0				0		0		0%		(4,459,510)		0.0%		0		4,459,510		35.5%		0				0		0		0.0%		(4,459,510)		0.0%		0		4,412,540		35.1%		0				0		0		0.0%		(4,412,540)		0.0%		0		13,331,560		35.4%		0				0		0		0.0%		(13,331,560)		0.0%		0		4,459,510		35.5%		0				0		0		0.0%		(4,459,510)		0.0%		0		4,459,510		35.5%		0				0		0		0.0%		(4,459,510)		0.0%		0		4,459,510		35.5%		0				0		0		0.0%		(4,459,510)		0.0%		0		13,378,530		35.5%		0				0		0		0.0%		(13,378,530)		0.0%				p5:p30001

		16		連結_16		Print Vision		111		300		経常利益						(28,588,717)		49,349,960		32.7%		0				28,588,717		0.0%		(49,349,960)		0.0%		(28,588,717)		24,553,870		32.6%		0				28,588,717		0.0%		(24,553,870)		0.0%		0		24,796,090		32.9%		0				0		0.0%		(24,796,090)		0.0%		(7,244,757)		4,140,510		33.0%		0				7,244,757		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(5,896,171)		3,933,710		31.3%		0				0		5,896,171		0.0%		(3,933,710)		0.0%		(1,310,925)		4,091,120		32.6%		0				0		1,310,925		0.0%		(4,091,120)		0.0%		(14,451,853)		12,165,340		32.3%		0				14,451,853		0.0%		(12,165,340)		0.0%		(4,950,547)		4,107,510		32.7%		0				0		4,950,547		0.0%		(4,107,510)		0.0%		(4,829,550)		4,140,510		33.0%		0				0		4,829,550		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(4,356,768)		4,140,510		33.0%		0				0		4,356,768		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(14,136,864)		12,388,530		32.9%		0				0		14,136,864		0.0%		(12,388,530)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,093,540		32.6%		0				0		0		0.0%		(4,093,540)		0.0%		0		12,374,560		32.8%		0				0		0		0.0%		(12,374,560)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		12,421,530		33.0%		0				0		0		0.0%		(12,421,530)		0.0%				p5:p30001

		16		連結_16		Print Vision		126		400		税金等調整前当期純利益						(28,588,717)		49,349,960		32.7%		0				28,588,717		0.0%		(49,349,960)		0.0%		(28,588,717)		24,553,870		32.6%		0				28,588,717		0.0%		(24,553,870)		0.0%		0		24,796,090		32.9%		0				0		0.0%		(24,796,090)		0.0%		(7,244,757)		4,140,510		33.0%		0				7,244,757		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(5,896,171)		3,933,710		31.3%		0				0		5,896,171		0.0%		(3,933,710)		0.0%		(1,310,925)		4,091,120		32.6%		0				0		1,310,925		0.0%		(4,091,120)		0.0%		(14,451,853)		12,165,340		32.3%		0				14,451,853		0.0%		(12,165,340)		0.0%		(4,950,547)		4,107,510		32.7%		0				0		4,950,547		0.0%		(4,107,510)		0.0%		(4,829,550)		4,140,510		33.0%		0				0		4,829,550		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(4,356,768)		4,140,510		33.0%		0				0		4,356,768		0.0%		(4,140,510)		0.0%		(14,136,864)		12,388,530		32.9%		0				0		14,136,864		0.0%		(12,388,530)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,093,540		32.6%		0				0		0		0.0%		(4,093,540)		0.0%		0		12,374,560		32.8%		0				0		0		0.0%		(12,374,560)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		4,140,510		33.0%		0				0		0		0.0%		(4,140,510)		0.0%		0		12,421,530		33.0%		0				0		0		0.0%		(12,421,530)		0.0%				p5:p30001

		17		連結_17		単純合算		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						24,806,827,322		29,267,641,020		100.0%		26,465,999,256		100.0%		1,659,171,934		106.7%		(2,801,641,764)		90.4%		12,693,580,354		14,162,887,406		100.0%		12,659,428,148		100.0%		(34,152,206)		99.7%		(1,503,459,259)		89.4%		12,113,246,968		15,104,753,614		100.0%		13,806,571,108		100.0%		1,693,324,140		114.0%		(1,298,182,506)		91.4%		2,003,786,932		2,310,983,770		100.0%		1,866,309,400		100.0%		(137,477,532)		93.1%		(444,674,370)		80.8%		2,014,604,143		2,279,694,444		100.0%		2,069,798,987		100.0%		203,489,587		55,194,844		102.7%		(209,895,457)		90.8%		2,509,868,696		2,613,960,011		100.0%		2,361,949,523		100.0%		292,150,536		(147,919,173)		94.1%		(252,010,489)		90.4%		6,528,259,771		7,204,638,226		100.0%		6,298,057,910		100.0%		(230,201,862)		96.5%		(906,580,316)		87.4%		2,057,445,228		2,352,581,140		100.0%		2,090,097,241		100.0%		(271,852,282)		32,652,013		101.6%		(262,483,899)		88.8%		2,028,457,868		2,240,009,951		100.0%		2,102,745,941		100.0%		12,648,700		74,288,073		103.7%		(137,264,010)		93.9%		2,079,417,486		2,365,658,090		100.0%		2,168,527,056		100.0%		65,781,115		89,109,570		104.3%		(197,131,033)		91.7%		6,165,320,582		6,958,249,181		100.0%		6,361,370,238		100.0%		63,312,329		196,049,656		103.2%		(596,878,942)		100.0%		2,123,351,948		2,383,224,078		100.0%		2,226,069,543		100.0%		57,542,487		102,717,595		105%		(157,154,535)		93.4%		1,936,038,014		2,146,086,108		100.0%		2,107,514,829		100.0%		(118,554,714)		171,476,815		108.9%		(38,571,279)		98.2%		1,962,950,288		2,194,816,810		100.0%		2,145,870,268		100.0%		38,355,439		182,919,980		109.3%		(48,946,541)		97.8%		6,022,340,250		6,724,126,995		100.0%		6,479,454,640		100.0%		118,084,402		457,114,390		107.6%		(244,672,355)		100.0%		2,048,183,370		2,770,005,731		100.0%		2,446,774,872		100.0%		300,904,603		398,591,502		119.5%		(323,230,859)		88.3%		1,888,100,732		2,735,425,248		100.0%		2,416,285,639		100.0%		(30,489,233)		528,184,907		128.0%		(319,139,609)		88.3%		2,154,622,616		2,875,195,640		100.0%		2,464,055,957		100.0%		47,770,318		309,433,341		114.4%		(411,139,683)		85.7%		6,090,906,718		8,380,626,618		100.0%		7,327,116,468		100.0%		847,661,827		1,236,209,749		120.3%		(1,053,510,151)		87.4%				q5:q30001

		17		連結_17		単純合算		99		200		営業利益						3,041,199,261		4,783,834,621		16.3%		3,636,067,848		13.7%		594,868,587		119.6%		(1,147,766,773)		76.0%		1,808,461,329		1,885,473,954		13.3%		1,155,523,995		9.1%		(652,937,334)		63.9%		(729,949,960)		61.3%		1,232,737,932		2,898,360,667		19.2%		2,480,543,853		18.0%		1,247,805,921		201.2%		(417,816,814)		85.6%		287,418,068		343,307,512		14.9%		89,042,031		4.8%		(198,376,037)		31.0%		(254,265,481)		25.9%		283,025,691		317,662,762		13.9%		207,085,126		10.0%		118,043,095		(75,940,565)		73.2%		(110,577,636)		65.2%		510,717,372		346,265,269		13.2%		283,940,156		12.0%		76,855,030		(226,777,216)		55.6%		(62,325,113)		82.0%		1,081,161,131		1,007,235,543		14.0%		580,067,313		9.2%		(501,093,818)		53.7%		(427,168,230)		57.6%		243,265,304		384,682,920		16.4%		214,329,034		10.3%		(69,611,122)		(28,936,270)		88.1%		(170,353,885)		55.7%		268,844,709		326,224,975		14.6%		224,944,211		10.7%		10,615,177		(43,900,498)		83.7%		(101,280,764)		69.0%		215,190,185		167,330,517		7.1%		136,183,436		6.3%		(88,760,775)		(79,006,749)		63.3%		(31,147,080)		81.4%		727,300,198		878,238,412		12.6%		575,456,682		9.0%		(4,610,630)		(151,843,516)		79.1%		(302,781,729)		71.7%		306,034,389		475,812,758		20.0%		419,051,742		18.8%		282,868,305		113,017,353		137%		(56,761,016)		88.1%		237,423,991		335,125,936		15.6%		353,762,198		16.8%		(65,289,544)		116,338,206		149.0%		18,636,262		105.6%		191,158,846		187,858,499		8.6%		321,459,729		15.0%		(32,302,469)		130,300,883		168.2%		133,601,230		171.1%		734,617,226		998,797,192		14.9%		1,094,273,668		16.9%		518,816,986		359,656,442		149.0%		95,476,476		113.7%		260,683,486		718,253,324		25.9%		558,658,419		22.8%		237,198,690		297,974,933		214.3%		(159,594,906)		77.8%		114,400,613		719,014,083		26.3%		510,297,655		21.1%		(48,360,764)		395,897,042		446.1%		(208,716,428)		71.0%		123,036,607		462,296,067		16.1%		317,314,111		12.9%		(192,983,544)		194,277,504		257.9%		(144,981,956)		68.6%		498,120,706		1,899,563,475		22.7%		1,386,270,185		18.9%		291,996,516		888,149,479		278.3%		(513,293,290)		73.0%				q5:q30001

		17		連結_17		単純合算		111		300		経常利益						4,681,593,789		6,041,678,254		20.6%		5,060,647,474		19.1%		379,053,684		108.1%		(981,030,780)		83.8%		2,809,608,132		2,519,211,249		17.8%		1,864,290,008		14.7%		(945,318,124)		66.4%		(654,921,242)		74.0%		1,871,985,658		3,522,467,005		23.3%		3,196,357,466		23.2%		1,324,371,808		170.7%		(326,109,539)		90.7%		288,666,839		345,633,900		15.0%		94,526,759		5.1%		(194,140,080)		32.7%		(251,107,141)		27.3%		683,912,102		319,961,150		14.0%		213,685,534		10.3%		119,158,775		(470,226,568)		31.2%		(106,275,617)		66.8%		471,979,908		952,171,317		36.4%		358,372,619		15.2%		144,687,085		(113,607,289)		75.9%		(593,798,699)		37.6%		1,444,558,849		1,617,766,368		22.5%		666,584,912		10.6%		(777,973,937)		46.1%		(951,181,456)		41.2%		248,347,208		387,009,310		16.5%		219,903,547		10.5%		(138,469,072)		(28,443,660)		88.5%		(167,105,762)		56.8%		270,261,791		328,551,365		14.7%		230,549,153		11.0%		10,645,606		(39,712,637)		85.3%		(98,002,212)		70.2%		846,440,285		185,884,207		7.9%		747,252,395		34.5%		516,703,242		(99,187,889)		88.3%		561,368,189		402.0%		1,365,049,283		901,444,882		13.0%		1,197,705,096		18.8%		531,120,185		(167,344,187)		87.7%		296,260,215		145.3%		310,236,401		479,489,148		20.1%		426,108,308		19.1%		(321,144,088)		115,871,907		137%		(53,380,840)		88.9%		242,860,412		337,504,326		15.7%		428,824,962		20.3%		2,716,654		185,964,550		176.6%		91,320,636		127.1%		224,411,616		194,805,889		8.9%		344,547,952		16.1%		(84,277,010)		120,136,336		153.5%		149,742,063		176.9%		777,508,429		1,011,799,362		15.0%		1,199,481,221		18.5%		1,776,125		421,972,792		154.3%		187,681,859		123.0%		264,746,484		720,804,714		26.0%		563,928,363		23.0%		219,380,411		299,181,879		213.0%		(156,876,352)		78.2%		111,048,428		721,340,473		26.4%		515,449,586		21.3%		(48,478,777)		404,401,158		464.2%		(205,890,887)		71.5%		718,682,316		1,068,522,455		37.2%		917,498,296		37.2%		402,048,710		198,815,980		127.7%		(151,024,159)		85.9%		1,094,477,228		2,510,667,643		30.0%		1,996,876,245		27.3%		797,395,023		902,399,016		182.5%		(513,791,398)		79.5%				q5:q30001

		17		連結_17		単純合算		126		400		税金等調整前当期純利益						4,536,078,237		6,041,678,254		20.6%		5,060,647,474		19.1%		524,569,237		111.6%		(981,030,780)		83.8%		2,744,735,323		2,519,211,249		17.8%		1,864,290,008		14.7%		(880,445,315)		67.9%		(654,921,242)		74.0%		1,791,342,914		3,522,467,005		23.3%		3,196,357,466		23.2%		1,405,014,552		178.4%		(326,109,539)		90.7%		288,666,839		345,633,900		15.0%		94,526,759		5.1%		(194,140,080)		32.7%		(251,107,141)		27.3%		683,912,102		319,961,150		14.0%		213,685,534		10.3%		119,158,775		(470,226,568)		31.2%		(106,275,617)		66.8%		446,054,274		952,171,317		36.4%		358,372,619		15.2%		144,687,085		(87,681,655)		80.3%		(593,798,699)		37.6%		1,418,633,215		1,617,766,368		22.5%		666,584,912		10.6%		(752,048,303)		47.0%		(951,181,456)		41.2%		248,347,208		387,009,310		16.5%		219,903,547		10.5%		(138,469,072)		(28,443,660)		88.5%		(167,105,762)		56.8%		248,974,103		328,551,365		14.7%		230,549,153		11.0%		10,645,606		(18,424,949)		92.6%		(98,002,212)		70.2%		828,780,798		185,884,207		7.9%		747,252,395		34.5%		516,703,242		(81,528,402)		90.2%		561,368,189		402.0%		1,326,102,108		901,444,882		13.0%		1,197,705,096		18.8%		531,120,185		(128,397,012)		90.3%		296,260,215		145.3%		215,528,912		479,489,148		20.1%		426,108,308		19.1%		(321,144,088)		210,579,396		198%		(53,380,840)		88.9%		328,984,624		337,504,326		15.7%		428,824,962		20.3%		2,716,654		99,840,338		130.3%		91,320,636		127.1%		106,902,405		194,805,889		8.9%		344,547,952		16.1%		(84,277,010)		237,645,547		322.3%		149,742,063		176.9%		651,415,941		1,011,799,362		15.0%		1,199,481,221		18.5%		1,776,125		548,065,281		184.1%		187,681,859		123.0%		264,746,484		720,804,714		26.0%		563,928,363		23.0%		219,380,411		299,181,879		213.0%		(156,876,352)		78.2%		111,498,173		721,340,473		26.4%		515,449,586		21.3%		(48,478,777)		403,951,413		462.3%		(205,890,887)		71.5%		763,682,316		1,068,522,455		37.2%		917,498,296		37.2%		402,048,710		153,815,980		120.1%		(151,024,159)		85.9%		1,139,926,973		2,510,667,643		30.0%		1,996,876,245		27.3%		797,395,023		856,949,271		175.2%		(513,791,398)		79.5%				q5:q30001

		18		連結_18		連結相殺		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						(5,369,623,755)		(6,477,807,226)		100.0%		(5,323,464,758)		100.0%		46,158,997		99.1%		1,154,342,468		82.2%		(2,633,309,645)		(3,183,521,409)		100.0%		(2,589,649,157)		100.0%		43,660,488		98.3%		593,872,252		81.3%		(2,736,314,110)		(3,294,285,817)		100.0%		(2,733,815,601)		100.0%		2,498,509		99.9%		560,470,216		83.0%		(436,667,885)		(501,089,803)		100.0%		(369,454,168)		100.0%		67,213,717		84.6%		131,635,635		73.7%		(430,852,494)		(505,180,297)		100.0%		(413,912,625)		100.0%		(44,458,457)		16,939,869		96.1%		91,267,672		81.9%		(463,935,693)		(567,786,359)		100.0%		(489,189,295)		100.0%		(75,276,670)		(25,253,602)		105.4%		78,597,064		86.2%		(1,331,456,072)		(1,574,056,459)		100.0%		(1,272,556,088)		100.0%		58,899,984		95.6%		301,500,371		80.8%		(412,893,809)		(530,019,259)		100.0%		(417,876,286)		100.0%		71,313,009		(4,982,477)		101.2%		112,142,973		78.8%		(460,590,561)		(527,649,999)		100.0%		(424,864,189)		100.0%		(6,987,903)		35,726,372		92.2%		102,785,810		80.5%		(428,369,203)		(551,795,692)		100.0%		(474,352,594)		100.0%		(49,488,405)		(45,983,391)		110.7%		77,443,098		86.0%		(1,301,853,573)		(1,609,464,950)		100.0%		(1,317,093,069)		100.0%		(44,536,981)		(15,239,496)		101.2%		292,371,881		100.0%		(487,513,692)		(540,056,592)		100.0%		(432,987,485)		100.0%		41,365,109		54,526,207		89%		107,069,107		80.2%		(427,934,797)		(514,071,989)		100.0%		(421,817,341)		100.0%		11,170,144		6,117,456		98.6%		92,254,648		82.1%		(486,171,642)		(518,286,223)		100.0%		(445,276,163)		100.0%		(23,458,822)		40,895,479		91.6%		73,010,060		85.9%		(1,401,620,131)		(1,572,414,804)		100.0%		(1,300,080,989)		100.0%		17,012,080		101,539,142		92.8%		272,333,815		100.0%		(449,368,473)		(545,609,417)		100.0%		(454,579,025)		100.0%		(9,302,862)		(5,210,552)		101.2%		91,030,392		83.3%		(437,546,114)		(533,696,314)		100.0%		(442,609,734)		100.0%		11,969,291		(5,063,620)		101.2%		91,086,580		82.9%		(447,779,392)		(642,565,282)		100.0%		(536,545,853)		100.0%		(93,936,119)		(88,766,461)		119.8%		106,019,429		83.5%		(1,334,693,979)		(1,721,871,013)		100.0%		(1,433,734,612)		100.0%		(133,653,623)		(99,040,633)		107.4%		288,136,401		83.3%				r5:r30001

		18		連結_18		連結相殺		99		200		営業利益						96,005,676		63,877,368		-1.0%		112,415,634		-2.1%		16,409,958		117.1%		48,538,266		176.0%		66,947,030		61,953,308		-1.9%		86,222,442		-3.3%		19,275,412		128.8%		24,269,134		139.2%		29,058,646		1,924,060		-0.1%		26,193,192		-1.0%		(2,865,454)		90.1%		24,269,132		1361.4%		4,308,425		10,325,551		-2.1%		15,459,455		-4.2%		11,151,030		358.8%		5,133,904		149.7%		11,879,330		10,325,552		-2.0%		15,459,455		-3.7%		0		3,580,125		130.1%		5,133,903		149.7%		15,040,652		10,325,552		-1.8%		12,192,311		-2.5%		(3,267,144)		(2,848,341)		81.1%		1,866,759		118.1%		31,228,407		30,976,655		-2.0%		43,111,221		-3.4%		11,882,814		138.1%		12,134,566		139.2%		12,256,793		10,325,551		-1.9%		15,459,455		-3.7%		3,267,144		3,202,662		126.1%		5,133,904		149.7%		11,151,593		10,325,551		-2.0%		15,459,455		-3.6%		0		4,307,862		138.6%		5,133,904		149.7%		12,310,237		10,325,551		-1.9%		12,192,311		-2.6%		(3,267,144)		(117,926)		99.0%		1,866,760		118.1%		35,718,623		30,976,653		-1.9%		43,111,221		-3.3%		0		7,392,598		120.7%		12,134,568		170.1%		(8,425,581)		320,677		-0.1%		5,454,580		-1.3%		(6,737,731)		13,880,161		-65%		5,133,903		1701.0%		11,699,419		320,677		-0.1%		5,454,580		-1.3%		0		(6,244,839)		46.6%		5,133,903		1701.0%		835,536		320,676		-0.1%		2,187,436		-0.5%		(3,267,144)		1,351,900		261.8%		1,866,760		682.1%		4,109,374		962,030		-0.1%		13,096,596		-1.0%		(30,014,625)		8,987,222		318.7%		12,134,566		1646.5%		10,162,541		320,677		-0.1%		5,454,580		-1.2%		3,267,144		(4,707,961)		53.7%		5,133,903		1701.0%		8,975,333		320,677		-0.1%		5,454,580		-1.2%		0		(3,520,753)		60.8%		5,133,903		1701.0%		5,811,398		320,676		-0.0%		2,187,436		-0.4%		(3,267,144)		(3,623,962)		37.6%		1,866,760		682.1%		24,949,272		962,030		-0.1%		13,096,596		-0.9%		0		(11,852,676)		52.5%		12,134,566		1361.4%				r5:r30001

		18		連結_18		連結相殺		111		300		経常利益						(1,528,942,555)		(1,085,175,020)		16.8%		(1,237,716,721)		23.3%		291,225,834		81.0%		(152,541,701)		114.1%		(885,246,635)		(512,572,886)		16.1%		(569,042,942)		22.0%		316,203,693		64.3%		(56,470,056)		111.0%		(643,695,920)		(572,602,134)		17.4%		(668,673,779)		24.5%		(24,977,859)		103.9%		(96,071,645)		116.8%		3,679,658		9,545,575		-1.9%		9,964,875		-2.7%		6,285,217		270.8%		419,300		104.4%		(388,749,437)		9,545,576		-1.9%		9,964,875		-2.4%		0		398,714,312		-2.6%		419,299		104.4%		39,611,643		(575,377,593)		101.3%		(37,092,613)		7.6%		(47,057,488)		(76,704,256)		-93.6%		538,284,980		6.4%		(345,458,136)		(556,286,442)		35.3%		(17,162,863)		1.3%		328,295,273		5.0%		539,123,579		3.1%		8,070,311		9,545,575		-1.8%		9,964,875		-2.4%		47,057,488		1,894,564		123.5%		419,300		104.4%		14,080,541		9,545,575		-1.8%		9,964,875		-2.3%		0		(4,115,666)		70.8%		419,300		104.4%		(561,939,351)		24,622,406		-4.5%		(571,809,829)		120.5%		(581,774,704)		(9,870,478)		101.8%		(596,432,235)		-2322.3%		(539,788,499)		43,713,556		-2.7%		(551,880,079)		41.9%		(534,717,216)		(12,091,580)		102.2%		(595,593,635)		-1542.7%		(100,926,388)		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		571,769,829		100,886,388		0%		419,299		8.7%		11,059,693		(459,299)		0.1%		(70,040,000)		16.6%		(70,000,000)		(81,099,693)		-633.3%		(69,580,701)		15249.3%		58,407,503		14,617,531		-2.8%		(15,897,431)		3.6%		54,142,569		(74,304,934)		-27.2%		(30,514,962)		-108.8%		(31,459,192)		13,698,933		-0.9%		(85,977,431)		6.6%		465,902,648		(54,518,239)		273.3%		(99,676,364)		-759.1%		10,803,762		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		15,857,431		(10,843,762)		-0.4%		419,299		8.7%		8,121,760		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		0		(8,161,760)		-0.5%		419,299		8.7%		(631,162,250)		(585,382,469)		91.1%		(582,616,348)		108.6%		(582,576,348)		48,545,902		92.3%		2,766,121		99.5%		(612,236,728)		(586,301,067)		34.1%		(582,696,348)		40.6%		(496,718,917)		29,540,380		95.2%		3,604,719		99.4%				r5:r30001

		18		連結_18		連結相殺		126		400		税金等調整前当期純利益						(1,322,356,331)		(1,085,175,020)		16.8%		(1,237,716,721)		23.3%		84,639,610		93.6%		(152,541,701)		114.1%		(844,959,406)		(512,572,886)		16.1%		(569,042,942)		22.0%		275,916,464		67.3%		(56,470,056)		111.0%		(477,396,925)		(572,602,134)		17.4%		(668,673,779)		24.5%		(191,276,854)		140.1%		(96,071,645)		116.8%		3,679,658		9,545,575		-1.9%		9,964,875		-2.7%		6,285,217		270.8%		419,300		104.4%		(388,749,437)		9,545,576		-1.9%		9,964,875		-2.4%		0		398,714,312		-2.6%		419,299		104.4%		63,454,729		(575,377,593)		101.3%		(37,092,613)		7.6%		(47,057,488)		(100,547,342)		-58.5%		538,284,980		6.4%		(321,615,050)		(556,286,442)		35.3%		(17,162,863)		1.3%		304,452,187		5.3%		539,123,579		3.1%		8,070,311		9,545,575		-1.8%		9,964,875		-2.4%		47,057,488		1,894,564		123.5%		419,300		104.4%		14,080,541		9,545,575		-1.8%		9,964,875		-2.3%		0		(4,115,666)		70.8%		419,300		104.4%		(545,495,208)		24,622,406		-4.5%		(571,809,829)		120.5%		(581,774,704)		(26,314,621)		104.8%		(596,432,235)		-2322.3%		(523,344,356)		43,713,556		-2.7%		(551,880,079)		41.9%		(534,717,216)		(28,535,723)		105.5%		(595,593,635)		-1542.7%		91,650,265		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		571,769,829		(91,690,265)		-0%		419,299		8.7%		11,059,693		(459,299)		0.1%		(70,040,000)		16.6%		(70,000,000)		(81,099,693)		-633.3%		(69,580,701)		15249.3%		32,129,845		14,617,531		-2.8%		(15,897,431)		3.6%		54,142,569		(48,027,276)		-49.5%		(30,514,962)		-108.8%		134,839,803		13,698,933		-0.9%		(85,977,431)		6.6%		465,902,648		(220,817,234)		-63.8%		(99,676,364)		-759.1%		10,803,762		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		15,857,431		(10,843,762)		-0.4%		419,299		8.7%		8,121,760		(459,299)		0.1%		(40,000)		0.0%		0		(8,161,760)		-0.5%		419,299		8.7%		(631,162,250)		(585,382,469)		91.1%		(582,616,348)		108.6%		(582,576,348)		48,545,902		92.3%		2,766,121		99.5%		(612,236,728)		(586,301,067)		34.1%		(582,696,348)		40.6%		(496,718,917)		29,540,380		95.2%		3,604,719		99.4%				r5:r30001

		19		連結_19		連結実績（相殺後）		1		5000		売上高 ウリアゲ ダカ						19,437,203,567		22,789,833,794		100.0%		21,142,534,498		100.0%		1,705,330,931		108.8%		(1,647,299,296)		92.8%		10,060,270,709		10,979,365,997		100.0%		10,069,778,991		100.0%		9,508,282		100.1%		(909,587,007)		91.7%		9,376,932,858		11,810,467,797		100.0%		11,072,755,507		100.0%		1,695,822,649		118.1%		(737,712,290)		93.8%		1,567,119,047		1,809,893,967		100.0%		1,496,855,232		100.0%		(70,263,815)		95.5%		(313,038,735)		82.7%		1,583,751,649		1,774,514,147		100.0%		1,655,886,362		100.0%		159,031,130		72,134,713		104.6%		(118,627,785)		93.3%		2,045,933,003		2,046,173,652		100.0%		1,872,760,228		100.0%		216,873,866		(173,172,775)		91.5%		(173,413,425)		91.5%		5,196,803,699		5,630,581,767		100.0%		5,025,501,822		100.0%		(171,301,878)		96.7%		(605,079,945)		89.3%		1,644,551,419		1,822,561,881		100.0%		1,672,220,955		100.0%		(200,539,273)		27,669,536		101.7%		(150,340,926)		91.8%		1,567,867,307		1,712,359,952		100.0%		1,677,881,752		100.0%		5,660,797		110,014,445		107.0%		(34,478,200)		98.0%		1,651,048,283		1,813,862,398		100.0%		1,694,174,462		100.0%		16,292,710		43,126,179		102.6%		(119,687,935)		93.4%		4,863,467,009		5,348,784,231		100.0%		5,044,277,169		100.0%		18,775,348		180,810,160		103.7%		(304,507,061)		100.0%		1,635,838,256		1,843,167,486		100.0%		1,793,082,058		100.0%		98,907,596		157,243,802		110%		(50,085,428)		97.3%		1,508,103,217		1,632,014,119		100.0%		1,685,697,488		100.0%		(107,384,570)		177,594,271		111.8%		53,683,369		103.3%		1,476,778,646		1,676,530,587		100.0%		1,700,594,105		100.0%		14,896,617		223,815,459		115.2%		24,063,519		101.4%		4,620,720,119		5,151,712,191		100.0%		5,179,373,651		100.0%		135,096,482		558,653,532		112.1%		27,661,460		100.0%		1,598,814,897		2,224,396,314		100.0%		1,992,195,847		100.0%		291,601,741		393,380,950		124.6%		(232,200,467)		89.6%		1,450,554,618		2,201,728,934		100.0%		1,973,675,905		100.0%		(18,519,942)		523,121,287		136.1%		(228,053,029)		89.6%		1,706,843,224		2,232,630,358		100.0%		1,927,510,104		100.0%		(46,165,801)		220,666,880		112.9%		(305,120,254)		86.3%		4,756,212,739		6,658,755,605		100.0%		5,893,381,856		100.0%		714,008,204		1,137,169,116		123.9%		(765,373,750)		88.5%				s5:s30001

		19		連結_19		連結実績（相殺後）		99		200		営業利益						3,137,204,937		4,847,711,989		21.3%		3,748,483,482		17.7%		611,278,545		119.5%		(1,099,228,507)		77.3%		1,875,408,359		1,947,427,262		17.7%		1,241,746,437		12.3%		(633,661,922)		66.2%		(705,680,826)		63.8%		1,261,796,578		2,900,284,727		24.6%		2,506,737,045		22.6%		1,244,940,467		198.7%		(393,547,682)		86.4%		291,726,493		353,633,063		19.5%		104,501,486		7.0%		(187,225,007)		35.8%		(249,131,577)		29.6%		294,905,021		327,988,314		18.5%		222,544,581		13.4%		118,043,095		(72,360,440)		75.5%		(105,443,733)		67.9%		525,758,024		356,590,821		17.4%		296,132,467		15.8%		73,587,886		(229,625,557)		56.3%		(60,458,354)		83.0%		1,112,389,538		1,038,212,198		18.4%		623,178,534		12.4%		(489,211,004)		56.0%		(415,033,664)		60.0%		255,522,097		395,008,471		21.7%		229,788,489		13.7%		(66,343,978)		(25,733,608)		89.9%		(165,219,981)		58.2%		279,996,302		336,550,526		19.7%		240,403,666		14.3%		10,615,177		(39,592,636)		85.9%		(96,146,860)		71.4%		227,500,422		177,656,068		9.8%		148,375,747		8.8%		(92,027,919)		(79,124,675)		65.2%		(29,280,320)		83.5%		763,018,821		909,215,065		17.0%		618,567,903		12.3%		(4,610,630)		(144,450,918)		81.1%		(290,647,161)		72.1%		297,608,808		476,133,435		25.8%		424,506,322		23.7%		276,130,574		126,897,514		143%		(51,627,113)		89.2%		249,123,410		335,446,613		20.6%		359,216,778		21.3%		(65,289,544)		110,093,367		144.2%		23,770,165		107.1%		191,994,382		188,179,175		11.2%		323,647,165		19.0%		(35,569,613)		131,652,783		168.6%		135,467,990		172.0%		738,726,600		999,759,222		19.4%		1,107,370,264		21.4%		488,802,361		368,643,664		149.9%		107,611,042		110.2%		270,846,027		718,574,001		32.3%		564,112,999		28.3%		240,465,834		293,266,972		208.3%		(154,461,003)		78.5%		123,375,946		719,334,760		32.7%		515,752,235		26.1%		(48,360,764)		392,376,289		418.0%		(203,582,525)		71.7%		128,848,005		462,616,743		20.7%		319,501,547		16.6%		(196,250,688)		190,653,542		248.0%		(143,115,196)		69.1%		523,069,978		1,900,525,505		28.5%		1,399,366,781		23.7%		291,996,516		876,296,803		267.5%		(501,158,724)		73.6%				s5:s30001

		19		連結_19		連結実績（相殺後）		111		300		経常利益						3,152,651,234		4,956,503,234		21.7%		3,822,930,753		18.1%		670,279,518		121.3%		(1,133,572,481)		77.1%		1,924,361,497		2,006,638,363		18.3%		1,295,247,066		12.9%		(629,114,431)		67.3%		(711,391,298)		64.5%		1,228,289,738		2,949,864,871		25.0%		2,527,683,687		22.8%		1,299,393,949		205.8%		(422,181,184)		85.7%		292,346,497		355,179,475		19.6%		104,491,634		7.0%		(187,854,863)		35.7%		(250,687,841)		29.4%		295,162,665		329,506,726		18.6%		223,650,409		13.5%		119,158,775		(71,512,256)		75.8%		(105,856,318)		67.9%		511,591,551		376,793,724		18.4%		321,280,006		17.2%		97,629,597		(190,311,545)		62.8%		(55,513,719)		85.3%		1,099,100,713		1,061,479,926		18.9%		649,422,049		12.9%		(449,678,664)		59.1%		(412,057,877)		61.2%		256,417,519		396,554,885		21.8%		229,868,422		13.7%		(91,411,584)		(26,549,096)		89.6%		(166,686,462)		58.0%		284,342,332		338,096,940		19.7%		240,514,028		14.3%		10,645,606		(43,828,303)		84.6%		(97,582,912)		71.1%		284,500,934		210,506,613		11.6%		175,442,566		10.4%		(65,071,462)		(109,058,367)		61.7%		(35,064,046)		83.3%		825,260,784		945,158,438		17.7%		645,825,017		12.8%		(3,597,031)		(179,435,767)		78.3%		(299,333,420)		72.5%		209,310,013		479,029,849		26.0%		426,068,308		23.8%		250,625,741		216,758,295		204%		(52,961,541)		88.9%		253,920,105		337,045,027		20.7%		358,784,962		21.3%		(67,283,346)		104,864,857		141.3%		21,739,935		106.5%		282,819,119		209,423,420		12.5%		328,650,521		19.3%		(30,134,441)		45,831,402		116.2%		119,227,101		156.9%		746,049,237		1,025,498,295		19.9%		1,113,503,790		21.5%		467,678,773		367,454,553		149.3%		88,005,495		108.0%		275,550,246		720,345,415		32.4%		563,888,363		28.3%		235,237,842		288,338,117		204.6%		(156,457,053)		78.3%		119,170,188		720,881,174		32.7%		515,409,586		26.1%		(48,478,777)		396,239,398		432.5%		(205,471,588)		71.5%		87,520,066		483,139,986		21.6%		334,881,948		17.4%		(180,527,638)		247,361,882		382.6%		(148,258,038)		69.3%		482,240,500		1,924,366,576		28.9%		1,414,179,897		24.0%		300,676,106		931,939,396		293.3%		(510,186,679)		73.5%				s5:s30001

		19		連結_19		連結実績（相殺後）		126		400		税金等調整前当期純利益						3,213,721,906		4,956,503,234		21.7%		3,822,930,753		18.1%		609,208,847		119.0%		(1,133,572,481)		77.1%		1,899,775,917		2,006,638,363		18.3%		1,295,247,066		12.9%		(604,528,851)		68.2%		(711,391,298)		64.5%		1,313,945,989		2,949,864,871		25.0%		2,527,683,687		22.8%		1,213,737,698		192.4%		(422,181,184)		85.7%		292,346,497		355,179,475		19.6%		104,491,634		7.0%		(187,854,863)		35.7%		(250,687,841)		29.4%		295,162,665		329,506,726		18.6%		223,650,409		13.5%		119,158,775		(71,512,256)		75.8%		(105,856,318)		67.9%		509,509,003		376,793,724		18.4%		321,280,006		17.2%		97,629,597		(188,228,997)		63.1%		(55,513,719)		85.3%		1,097,018,165		1,061,479,926		18.9%		649,422,049		12.9%		(447,596,116)		59.2%		(412,057,877)		61.2%		256,417,519		396,554,885		21.8%		229,868,422		13.7%		(91,411,584)		(26,549,096)		89.6%		(166,686,462)		58.0%		263,054,644		338,096,940		19.7%		240,514,028		14.3%		10,645,606		(22,540,615)		91.4%		(97,582,912)		71.1%		283,285,590		210,506,613		11.6%		175,442,566		10.4%		(65,071,462)		(107,843,023)		61.9%		(35,064,046)		83.3%		802,757,752		945,158,438		17.7%		645,825,017		12.8%		(3,597,031)		(156,932,735)		80.5%		(299,333,420)		72.5%		307,179,177		479,029,849		26.0%		426,068,308		23.8%		250,625,741		118,889,131		139%		(52,961,541)		88.9%		340,044,317		337,045,027		20.7%		358,784,962		21.3%		(67,283,346)		18,740,645		105.5%		21,739,935		106.5%		139,032,250		209,423,420		12.5%		328,650,521		19.3%		(30,134,441)		189,618,271		236.4%		119,227,101		156.9%		786,255,744		1,025,498,295		19.9%		1,113,503,790		21.5%		467,678,773		327,248,047		141.6%		88,005,495		108.0%		275,550,246		720,345,415		32.4%		563,888,363		28.3%		235,237,842		288,338,117		204.6%		(156,457,053)		78.3%		119,619,933		720,881,174		32.7%		515,409,586		26.1%		(48,478,777)		395,789,653		430.9%		(205,471,588)		71.5%		132,520,066		483,139,986		21.6%		334,881,948		17.4%		(180,527,638)		202,361,882		252.7%		(148,258,038)		69.3%		527,690,245		1,924,366,576		28.9%		1,414,179,897		24.0%		300,676,106		886,489,651		268.0%		(510,186,679)		73.5%				s5:s30001







18予算





				2017年連結業績予想および2018年連結予算（円単位） ネン レンケツ ギョウセキ ヨソウ ネン レンケツ ヨサン エン タンイ





				連結P/L 累計 レンケツ ルイケイ

																																																				（単位：円）		（単位：円）

				項目 コウモク		㈱ｵｰｸﾈｯﾄ										㈱AS&S										㈱ＡＩＳ										㈱ｱｲｵｰｸ										㈱ﾗﾝﾏｰﾄ

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比 ゼンネンヒ		増減比 ゾウゲン ヒ		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		9,401,847,694		10,597,420,745		9,814,695,027		104.4%		92.6%		196,891,100		208,222,200		186,734,400		94.8%		89.7%		2,437,268,480		2,272,485,650		2,526,136,300		103.6%		111.2%		3,553,870,591		3,972,498,000		3,773,467,000		106.2%		95.0%		802,315,181		1,015,600,000		888,800,000		110.8%		87.5%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		5,095,190,806		6,025,360,890		5,407,545,569		106.1%		89.7%		0		0		0		-		-		1,438,698,300		1,397,955,200		1,516,745,100		105.4%		108.5%		1,482,224,950		1,726,422,000		1,592,773,000		107.5%		92.3%		733,081,279		918,260,000		806,030,000		110.0%		87.8%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		4,306,656,888		4,572,059,855		4,407,149,458		102.3%		96.4%		196,891,100		208,222,200		186,734,400		94.8%		89.7%		998,570,180		874,530,450		1,009,391,200		101.1%		115.4%		2,071,645,641		2,246,076,000		2,180,694,000		105.3%		97.1%		69,233,902		97,340,000		82,770,000		119.6%		85.0%

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		5,158,647,556		5,549,183,416		5,203,795,704		100.9%		93.8%		195,387,009		196,923,747		197,537,046		101.1%		100.3%		716,878,013		734,486,200		737,526,300		102.9%		100.4%		912,819,040		1,051,622,000		999,404,000		109.5%		95.0%		82,476,293		92,088,000		80,160,000		97.2%		87.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(851,990,669)		(977,123,562)		(796,646,246)		-		-		1,504,091		11,298,453		(10,802,646)		-		-		281,692,167		140,044,250		271,864,900		96.5%		194.1%		1,158,826,601		1,194,454,000		1,181,290,000		101.9%		98.9%		(13,242,391)		5,252,000		2,610,000		-		49.7%

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		1,719,162,370		1,258,987,300		1,470,233,314		85.5%		116.8%		896,921		1,120,000		1,172,680		130.7%		104.7%		863,721		250,000		480,000		55.6%		192.0%		10,415,523		1,600,002		3,255,338		31.3%		203.5%		93,944		148,000		148,000		157.5%		100.0%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		91,255,158		34,091,325		59,926,336		65.7%		175.8%		0		0		0		-		-		22,680		0		0		-		-		0		0		0		-		-		239,342		320,004		319,997		133.7%		100.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		775,916,544		247,772,413		613,660,732		79.1%		247.7%		2,401,012		12,418,453		(9,629,966)		-		-		282,533,208		140,294,250		272,344,900		96.4%		194.1%		1,169,242,124		1,196,054,002		1,184,545,338		101.3%		99.0%		(13,387,789)		5,079,996		2,438,003		-		48.0%

				特別利益 トクベツ リエキ		86,240,000		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		60,000,000		0		0		-		-		120,000		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		49,962,180		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		4,131,369		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		812,194,364		247,772,413		613,660,732		75.6%		247.7%		2,401,012		12,418,453		(9,629,966)		-		-		282,533,208		140,294,250		272,344,900		96.4%		194.1%		1,229,242,124		1,196,054,002		1,184,545,338		96.4%		99.0%		(17,399,158)		5,079,996		2,438,003		-		48.0%

				税金等 ゼイキン ナド		96,943,392		0		0		-		-		1,399,620		4,323,010		0		-		-		102,339,963		48,838,087		94,815,511		92.6%		194.1%		431,270,978		418,132,427		415,030,968		96.2%		99.3%		0		0		430,598		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		715,250,972		247,772,413		613,660,732		85.8%		247.7%		1,001,393		8,095,443		(9,629,966)		-		-		180,193,245		91,456,163		177,529,389		98.5%		194.1%		797,971,146		777,921,575		769,514,370		96.4%		98.9%		(17,399,158)		5,079,996		2,007,405		-		39.5%





				項目 コウモク		㈱ADP										㈱ACP										㈱AMC										㈱AAG										㈱AIBS

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,068,601,016		6,638,334,760		5,114,672,300		125.7%		77.0%		755,313,233		847,634,649		805,562,025		106.7%		95.0%		813,150,102		876,458,215		868,576,054		106.8%		99.1%		824,698,384		988,455,360		858,989,325		104.2%		86.9%		170,176,869		232,284,124		152,986,740		89.9%		65.9%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		1,154,189,142		1,844,352,345		1,779,014,111		154.1%		96.5%		200,775,829		231,672,908		233,254,792		116.2%		100.7%		293,302,828		330,397,826		318,548,733		108.6%		96.4%		324,977,287		397,307,750		336,394,000		103.5%		84.7%		140,316,695		170,316,000		89,734,072		64.0%		52.7%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,914,411,875		4,793,982,415		3,335,658,189		114.5%		69.6%		554,537,404		615,961,741		572,307,233		103.2%		92.9%		519,847,274		546,060,389		550,027,321		105.8%		100.7%		499,721,097		591,147,610		522,595,325		104.6%		88.4%		29,860,174		61,968,124		63,252,668		211.8%		102.1%

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		923,896,541		1,147,808,263		839,510,243		90.9%		73.1%		349,415,671		337,560,464		347,687,637		99.5%		103.0%		430,576,635		460,100,990		447,155,700		103.9%		97.2%		419,718,936		422,612,200		422,033,200		100.6%		99.9%		58,181,372		42,144,661		41,537,861		71.4%		98.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		1,990,515,333		3,646,174,152		2,496,147,946		125.4%		68.5%		205,121,733		278,401,277		224,619,596		109.5%		80.7%		89,270,639		85,959,399		102,871,621		115.2%		119.7%		80,002,161		168,535,410		100,562,125		125.7%		59.7%		(28,321,198)		19,823,463		21,714,807		-		109.5%

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		20,866,759		15,999,996		1,455,338		7.0%		9.1%		49,360		0		0		-		-		138,321		0		0		-		-		3,068,100		0		0		-		-		2,131		0		0		-		-

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		26,766,239		0		0		-		-		478,683		639,996		0		-		-		(11,845)		0		0		-		-		0		0		0		-		-		4,005,479		3,999,996		4,799,996		119.8%		120.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		1,984,615,853		3,662,174,148		2,497,603,284		125.8%		68.2%		204,692,410		277,761,281		224,619,596		109.7%		80.9%		89,420,805		85,959,399		102,871,621		115.0%		119.7%		83,070,261		168,535,410		100,562,125		121.1%		59.7%		(32,324,546)		15,823,467		16,914,811		-		106.9%

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		652,175		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		1,984,615,853		3,662,174,148		2,497,603,284		125.8%		68.2%		204,692,410		277,761,281		224,619,596		109.7%		80.9%		90,072,980		85,959,399		102,871,621		114.2%		119.7%		83,070,261		168,535,410		100,562,125		121.1%		59.7%		(32,324,546)		15,823,467		16,914,811		-		106.9%

				税金等 ゼイキン ナド		691,505,796		1,274,846,117		870,663,468		125.9%		68.3%		74,932,044		96,691,986		82,426,125		110.0%		85.2%		39,104,023		29,923,483		41,876,420		107.1%		139.9%		30,282,124		58,669,169		36,608,261		120.9%		62.4%		0		0		5,916,942		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		1,293,110,057		2,387,328,031		1,626,939,816		125.8%		68.1%		129,760,366		181,069,295		142,193,471		109.6%		78.5%		50,968,956		56,035,916		60,995,201		119.7%		108.9%		52,788,137		109,866,241		63,953,864		121.2%		58.2%		(32,324,546)		15,823,467		10,997,869		-		69.5%





				項目 コウモク		㈱Auc-HK										㈱AFP										JBTV㈱										㈱AMD										Aucnet USA

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		220,929,564		266,765,025		182,995,997		82.8%		68.6%		416,303,494		437,558,213		415,594,000		99.8%		95.0%		1,030,086,758		683,000,200		675,800,088		65.6%		98.9%		102,414,066		61,160,000		200,990,000		196.3%		328.6%		1,672,065		18,975,000		0		-		-

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		9,031,734		7,804,800		9,202,896		101.9%		117.9%		366,056,305		328,110,814		315,426,000		86.2%		96.1%		573,142,001		382,999,938		472,300,458		82.4%		123.3%		72,353,861		22,673,328		112,113,333		155.0%		494.5%		0		0		0		-		-

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		211,897,830		258,960,225		173,793,101		82.0%		67.1%		50,247,189		109,447,399		100,168,000		199.4%		91.5%		456,944,757		300,000,262		203,499,630		44.5%		67.8%		30,060,205		38,486,672		88,876,667		295.7%		230.9%		1,672,065		18,975,000		0		-		-

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		130,473,874		158,953,397		143,011,101		109.6%		90.0%		87,640,155		90,000,000		90,000,002		102.7%		100.0%		317,103,930		260,000,000		198,000,000		62.4%		76.2%		45,665,790		30,979,501		93,204,000		204.1%		300.9%		15,273,284		28,098,840		286,550		1.9%		1.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		81,423,956		100,006,828		30,782,000		37.8%		30.8%		(37,392,966)		19,447,399		10,167,998		-		52.3%		139,840,827		40,000,262		5,499,630		3.9%		13.7%		(15,605,585)		7,507,171		(4,327,333)		-		-		(13,601,218)		(9,123,840)		(286,550)		-		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		404,272		0		492,000		121.7%		-		6,190		0		0		-		-		10,783,208		18,039,996		12,612,379		117.0%		69.9%		70,689		0		0		-		-		1,418		6,017,660		0		-		-

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		1,866,766		1,440,000		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		61,400		0		223,094		363.3%		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ		79,961,462		98,566,828		31,274,000		39.1%		31.7%		(37,386,776)		19,447,399		10,167,998		-		52.3%		150,624,035		58,040,258		18,112,009		12.0%		31.2%		(15,534,896)		7,507,171		(4,327,333)		-		-		(13,661,200)		(3,106,180)		(509,644)		-		-

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		15,000,000		0		0		-		-		0		0		0		-		-		21,490,100		0		0		-		-		0		0		0		-		-		201,944,078		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		64,961,462		98,566,828		31,274,000		48.1%		31.7%		(37,386,776)		19,447,399		10,167,998		-		52.3%		129,133,935		58,040,258		18,112,009		14.0%		31.2%		(15,534,896)		7,507,171		(4,327,333)		-		-		(215,605,279)		(3,106,180)		(509,644)		-		-

				税金等 ゼイキン ナド		10,718,641		16,263,527		5,160,209		48.1%		31.7%		0		0		1,712,417		-		-		16,746,079		7,163,790		3,062,785		18.3%		42.8%		0		2,613,335		0		-		-		0		0		0		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		54,242,821		82,303,301		26,113,791		48.1%		31.7%		(37,386,776)		19,447,399		8,455,581		-		43.5%		112,387,856		50,876,468		15,049,224		13.4%		29.6%		(15,534,896)		4,893,836		(4,327,333)		-		-		(215,605,279)		(3,106,180)		(509,644)		-		-



				 

				項目 コウモク		Print Vision										単純合算 タンジュン ガッサン										連結相殺 レンケツ ソウサイ										オークネット連結予算 レンケツ ヨサン										オークネット連結予算（のれん償却除く） レンケツ ヨサン ショウキャク ノゾ												オークネット連結実績 レンケツ ジッセキ								オークネット連結予算 レンケツ ヨサン						オークネット連結予算（のれん償却除く） レンケツ ヨサン ショウキャク ノゾ

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比				2016年実績 ネン ジッセキ		前年比		2016年実績（のれん除く） ネン ジッセキ ノゾ		前年比		2017年実績 ジッセキ		2018年予算		前年比		2017年実績 ジッセキ		2018年予算		前年比

				売上高 ウリアゲ ダカ		11,288,725		150,788,880		0		-		-		24,806,827,322		29,267,641,020		26,465,999,256		106.7%		90.4%		(5,369,623,755)		(6,477,807,226)		(5,323,464,758)		-		-		19,437,203,567		22,789,833,794		21,142,534,498		108.8%		92.8%		19,437,203,567		22,789,833,794		21,142,534,498		108.8%		92.8%				19,983,859,305		97.3%		19,983,859,305		97.3%		19,409,333,831		21,142,534,498		108.9%		19,409,333,831		21,142,534,498		108.9%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		786,507		11,485,320		0		-		-		11,884,127,524		13,795,119,119		12,989,082,064		109.3%		94.2%		(4,576,271,761)		(5,492,133,936)		(4,671,176,407)		-		-		7,307,855,763		8,302,985,183		8,317,905,657		113.8%		100.2%		7,307,855,763		8,302,985,183		8,317,905,657		113.8%		100.2%				7,002,682,934		104.4%		7,002,682,934		104.4%		7,239,870,863		8,317,905,657		114.9%		7,239,870,863		8,317,905,657		114.9%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		10,502,218		139,303,560		0		-		-		12,922,699,798		15,472,521,901		13,476,917,192		104.3%		87.1%		(793,351,994)		(985,673,290)		(652,288,351)		-		-		12,129,347,804		14,486,848,611		12,824,628,841		105.7%		88.5%		12,129,347,804		14,486,848,611		12,824,628,841		105.7%		88.5%				12,981,176,371		93.4%		12,981,176,371		93.4%		12,169,462,968		12,824,628,841		105.4%		12,169,462,968		12,824,628,841		105.4%

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		37,346,437		86,125,600		0		-		-		9,881,500,537		10,688,687,280		9,840,849,344		99.6%		92.1%		(889,357,670)		(1,049,550,658)		(764,703,985)		-		-		8,992,142,867		9,639,136,622		9,076,145,359		100.9%		94.2%		8,030,589,419		9,158,359,898		8,595,368,635		107.0%		93.9%				8,940,017,217		100.6%		7,978,463,769		100.7%		8,924,075,879		9,076,145,359		101.7%		7,962,522,430		8,595,368,635		107.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(26,844,219)		53,177,960		0		-		-		3,041,199,261		4,783,834,621		3,636,067,848		119.6%		76.0%		96,005,676		63,877,368		112,415,634		117.1%		176.0%		3,137,204,937		4,847,711,989		3,748,483,482		119.5%		77.3%		4,098,758,385		5,328,488,713		4,229,260,206		103.2%		79.4%				4,041,159,154		77.6%		5,002,712,602		81.9%		3,245,387,089		3,748,483,482		115.5%		4,206,940,538		4,229,260,206		100.5%

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0		0		0		-		-		1,766,822,927		1,302,162,954		1,489,849,049		84.3%		114.4%		(1,677,630,260)		(1,193,371,709)		(1,410,798,085)		-		-		89,192,667		108,791,245		79,050,964		88.6%		72.7%		89,192,667		108,791,245		79,050,964		88.6%		72.7%				179,653,420		49.6%		179,653,420		49.6%		144,620,651		79,050,964		54.7%		144,620,651		79,050,964		54.7%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		1,744,497		3,828,000		0		-		-		126,428,399		44,319,321		65,269,423		51.6%		147.3%		(52,682,029)		(44,319,321)		(60,665,730)		-		-		73,746,370		0		4,603,693		6.2%		-		73,746,370		0		4,603,693		6.2%		-				104,899,079		70.3%		104,899,079		70.3%		68,398,712		4,603,693		6.7%		68,398,712		4,603,693		6.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		(28,588,717)		49,349,960		0		-		-		4,681,593,789		6,041,678,254		5,060,647,474		108.1%		83.8%		(1,528,942,555)		(1,085,175,020)		(1,237,716,721)		-		-		3,152,651,234		4,956,503,234		3,822,930,753		121.3%		77.1%		4,114,204,682		5,437,279,958		4,303,707,477		104.6%		79.2%				4,115,913,495		76.6%		5,077,466,943		81.0%		3,321,609,028		3,822,930,753		115.1%		4,283,162,477		4,303,707,477		100.5%

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		147,012,175		0		0		-		-		0		0		0		-		-		147,012,175		0		0		-		-		147,012,175		0		0		-		-				2,084,224		7053.6%		2,084,224		7053.6%		182,404,864		0		0.0%		182,404,864		0		0.0%

				特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		292,527,727		0		0		-		-		(206,586,224)		0		0		-		-		85,941,503		0		0		-		-		85,941,503		0		0		-		-				14,057,804		611.3%		14,057,804		611.3%		165,001,885		0		0.0%		165,001,885		0		0.0%

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		(28,588,717)		49,349,960		0		-		-		4,536,078,237		6,041,678,254		5,060,647,474		111.6%		83.8%		(1,322,356,331)		(1,085,175,020)		(1,237,716,721)		-		-		3,213,721,906		4,956,503,234		3,822,930,753		119.0%		77.1%		4,175,275,354		5,437,279,958		4,303,707,477		103.1%		79.2%				4,103,939,915		78.3%		5,065,493,363		82.4%		3,339,012,007		3,822,930,753		114.5%		4,300,565,456		4,303,707,477		100.1%

				税金等 ゼイキン ナド		0		0		0		-		-		1,495,242,659		1,957,464,930		1,557,703,704		104.2%		-		0		0		0		-		-		1,495,242,659		1,957,464,930		1,557,703,704		-		-		1,495,242,659		1,957,464,930		1,557,703,704		-		-				1,900,247,007		78.7%		1,900,247,007		78.7%		1,532,446,838		1,557,703,704		101.6%		1,532,446,838		1,557,703,704		101.6%

				少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		37,840,582		19,205,794		37,281,172		98.5%		194.1%		37,840,582		19,205,794		37,281,172		98.5%		194.1%				20,237,223		187.0%		20,237,223		187.0%		39,029,352		37,281,172		95.5%		39,029,352		37,281,172		95.5%

				当期利益 トウキ リエキ		(28,588,717)		49,349,960		0		-		-		3,040,835,577		4,084,213,324		3,502,943,770		115.2%		85.8%		(1,322,356,331)		(1,085,175,020)		(1,237,716,721)		-		-		1,680,638,665		2,979,832,510		2,227,945,877		132.6%		74.8%		2,642,192,113		3,460,609,234		2,708,722,601		102.5%		78.3%				2,183,455,685		77.0%		3,145,009,133		84.0%		1,767,535,817		2,227,945,877		126.0%		2,729,089,266		2,708,722,601		99.3%













																																														961,553,448		480,776,724		480,776,724						←のれん償却費 ショウキャクヒ		961,553,448								961,553,449						961,553,449		480,776,724







































１株18予算

		U:\OUWorks\137000経理部\2017年度\k07_01_予実管理\00_編成及び修正\予算編成\集計手順5_報告資料の作成\取締役会用PL\2018-2019\1株当たり_予算_1812_短信（連結）_業績予想.xlsx

		■１株当たり純利益 カブ ア ジュンリエキ

				【基礎情報】 キソ ジョウホウ



						１．会計期間 カイケイ キカン				2018年度		期末





						２．株式等 カブシキ トウ

								① 普通株式数 フツウ カブシキ スウ

								・それぞれの時点における株数をそのまま記載する（分割等の遡及調整等は不要） ジテン カブスウ キサイ ブンカツ トウ ソキュウ チョウセイ ナド フヨウ

								項目 コウモク		2017年度末		2018年度
期末

								発行済株式総数 ハッコウ ズミ カブシキ ソウスウ		27,420,800		27,420,800

								優先株式等 ユウセン カブシキ トウ		-		-

								普通株式 フツウ カブシキ		27,420,800		27,420,800



								② 自己株式 ジコ カブシキ

								・それぞれの時点における株数をそのまま記載する（分割等の遡及調整等は不要） ジテン カブスウ キサイ ブンカツ トウ ソキュウ チョウセイ ナド フヨウ

								項目 コウモク		2017年度末		2018年度
期末

								自己株式 ジコ カブシキ				-

								子会社等が保有する当社株式 ※ コガイシャ トウ ホユウ トウシャ カブシキ		-		-

								計 ケイ		0		0

								※当該子会社等への出資比率を乗じた後の株式数 トウガイ コガイシャ トウ シュッシ ヒリツ ジョウ アト カブシキスウ





						３．期中の変動 キチュウ ヘンドウ

								① 普通株式数（自己株式控除後）の変動　※株式併合・株式分割を除く フツウ カブシキスウ ジコ カブシキ コウジョ ゴ ヘンドウ カブシキ ヘイゴウ カブシキ ブンカツ ノゾ

								・時系列で順番に記載する ジケイレツ ジュンバン キサイ

								日付 ヒヅケ		変動株数 ヘンドウ カブスウ		備考 ビコウ				併合・分割等
調整後 ヘイゴウ ブンカツ トウ チョウセイ ゴ		調整用 チョウセイヨウ

作成者: ②の表の時系列において、増減が発生した時点がどこに位置するかを把握するためのもの。

								2017年度末		27,420,800						27,420,800		-

												新株発行&自己株式処分 シンカブ ハッコウ ジコ カブシキ ショブン				-		5		※新株700,000株、自己株式1,500,000株 シンカブ カブ ジコ カブシキ カブ

												有償第三者割当増資 ユウショウ ダイ サンシャ ワリアテ ゾウシ				-		5

												SO行使 コウシ				-		5

												SO行使 コウシ				-		5

												SO行使 コウシ				-		5

												SO行使 コウシ				-		5

												SO行使 コウシ				-		5

																-		5

																-		5

																-		5



								② 株式併合・株式分割 カブシキ ヘイゴウ カブシキ ブンカツ

								・時系列で順番に記載する ジケイレツ ジュンバン キサイ

								・「併合または分割の比率」の欄は、該当ない場合であっても１を入力する ヘイゴウ ブンカツ ヒリツ ラン ガイトウ バアイ ニュウリョク

								日付 ヒヅケ		種類 シュルイ		併合または分割の比率 ヘイゴウ ブンカツ ヒリツ								比率 ヒリツ		累積比率 ルイセキ ヒリツ

								2017年度末												1.0000		1.0000

												1.0		OK		1.0		OK		1.0000		1.0000

												1.0		OK		1.0		OK		1.0000		1.0000

												1.0		OK		1.0		OK		1.0000		1.0000

												1.0		OK		1.0		OK		1.0000		1.0000

												1.0		OK		1.0		OK		1.0000		1.0000



				【１株当たり純利益】 カブ ア ジュンリエキ

						１．年度または四半期累計期間 ネンド シハンキ ルイケイ キカン

								① 期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ

								期間 キカン						期中平均発行済株式数
（併合・分割等調整後） キチュウ ヘイキン ハッコウ スミ カブシキスウ ヘイゴウ ブンカツ トウ チョウセイ ゴ

								自 ジ		至 イタル		日数 ニッスウ		発行済
株式総数 ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ		加重平均
株式数 カジュウ ヘイキン カブシキスウ

								2018/01/01		2018/12/31		365		27,420,800		27,420,800

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												365				27,420,800



								② １株当たり純利益 カブ ア ジュンリエキ												※過去ファイルからコピペ カコ

								当期純利益
（千円） トウキ ジュンリエキ センエン		１株当たり純利益
（円） カブ ア ジュンリエキ エン		1Q
EPS（分割後） ブンカツゴ		2Q会計期間
EPS カイケイ キカン						項目 コウモク		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		前Q ゼン

								2227945877		81.25		25.44		55.81						1株当たり利益 カブ ア リエキ						12,043.46		1,811.51

																				期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ		102,390		102,390		102,390		1,031,651

																		併合は掛け算、分割は割り算として入力⇒ ヘイゴウ カ ザン ブンカツ ワ ザン ニュウリョク		未反映の分割等 ミ ハンエイ ブンカツ トウ		0.00500		0.00500		0.00500		0.05000

																				分割等反映後
　　１株当たり利益 ブンカツ トウ ハンエイ ゴ カブ ア リエキ		0.00		0.00		60.22		90.58		0.00





						２．四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン

								① 期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ

								期間 キカン						期中平均発行済株式数
（併合・分割等調整後） キチュウ ヘイキン ハッコウ スミ カブシキスウ ヘイゴウ ブンカツ トウ チョウセイ ゴ

								自 ジ		至 イタル		日数 ニッスウ		発行済
株式総数 ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ		加重平均
株式数 カジュウ ヘイキン カブシキスウ

								2018/10/01		2018/12/31		92		27,420,800		27,420,800

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												-		-		-

												92				27,420,800



								② １株当たり純利益 カブ ア ジュンリエキ

								当四半期
累計純利益
（千円） トウ シハンキ ルイケイ ジュンリエキ センエン		前四半期
累計期間純利益
（千円） ゼン シハンキ ルイケイ キカン ジュンリエキ センエン		当四半期
会計期間純利益
（千円） トウ シハンキ カイケイ キカン ジュンリエキ センエン		１株当たり純利益
（円） カブ ア ジュンリエキ エン

								2227945877		767593894		1460351983		53.26









		■潜在株式調整後１株当たり純利益 センザイ カブシキ チョウセイゴ カブ ア ジュンリエキ

				（注）ストック・オプション以外の潜在株式には対応していないので、その他の潜在株式がある場合には使用しない！！ チュウ イガイ センザイ カブシキ タイオウ タ センザイ カブシキ バアイ シヨウ

				【基礎情報】 キソ ジョウホウ

						１．潜在株式 センザイ カブシキ

								① ストック・オプション（新株予約権） シンカブヨヤクケン

								・付与日順に時系列で記載する フヨ ビ ジュン ジケイレツ キサイ

								・当会計期間末までに行われた株式併合・株式分割による影響はすべて反映させる トウ カイケイ キカン マツ オコナ カブシキ ヘイゴウ カブシキ ブンカツ エイキョウ ハンエイ

								付与日 フヨ ビ		個数 コスウ		目的となる
普通株式数 モクテキ フツウ カブシキ スウ		行使価格 コウシ カカク		行使期間 コウシ キカン				付与時の公正な
評価単価 フヨ ジ コウセイ ヒョウカ タンカ

														（円） エン		自 ジ		至 イタル		（円） エン

								2015/07/10		5,593		1,124,000		344		2017/07/11		2025/06/10		0

								2015/12/25		2,530		50,600		405		2017/12/26		2025/11/25		0







						２．期中平均株価 キチュウ ヘイキン カブカ

								① 期中における株価の推移 キチュウ カブカ スイイ

								・各月の末日の株価の平均により算出する（適用指針 第21項）。 カクツキ マツ ビ カブカ ヘイキン サンシュツ テキヨウ シシン ダイ コウ

								・株価（時価相当額）の算定方法 カブカ ジカ ソウトウ ガク サンテイ ホウホウ

								【上場前】 ジョウジョウ マエ		市場価格は存在しないため、直近の株価算定に基づく評価額を基準として、時点調整を行った額（実務上の取扱いQ3）

								【上場後】 ジョウジョウ ゴ		各月の末日において市場で公表されている取引価格の終値（適用指針 第21項） カクツキ マツ ビ シジョウ コウヒョウ トリヒキ カカク オワリネ テキヨウ シシン ダイ コウ

								・時点調整を行う場合は、各項目名のコメントを参照する ジテン チョウセイ オコナ バアイ カク コウモク メイ サンショウ

								時点 トキ テン		株価/時価相当額 カブ アタイ ジカ ソウトウ ガク		時価純資産 ジカ ジュンシサン		時点調整 ジテン チョウセイ										備考 ビコウ

										(円) エン		（千円） センエン		連結純損益 レンケツ ジュンソンエキ

作成者: 株価算定の基準時点以降に獲得した損益を反映させる場合は、連結ベースの当期純損益を入力する。
なお、月次に分解するのは煩雑であるため、四半期ごとの入力することとした。		資本取引 シホン トリヒキ						その他評価損益 タ ヒョウカ ソンエキ

作成者: 左記の他、資産の時価評価による損益等を反映させる場合は、ここに入力する。
なお、株価算定にも一部資産（土地や有価証券等）の評価損益が反映されているため、重複しないように留意が必要である。

														（千円） センエン		金額（千円） キンガク センエン

作成者: 増資、減資、自己株式の取得、株式を対価とする組織再編等によって、純資産の金額が変動した場合に、当該変動額を入力する。		発行済株式数 ハッコウ ズ カブシキ スウ		株数の変動 カブスウ ヘンドウ

作成者: 増資、減資、自己株式の取得、株式を対価とする組織再編等によって、普通株式の発行済株式数が変動した場合に、当該変動数を入力する。		（千円） センエン

								2017年度末										27,420,800						株価算定書より カブカ サンテイ ショ

								3/29/17

作成者: 作成者:
【2017期限り】
新規上場のため、上場日からの平均株価をとる。
										27,420,800

								3/30/17										27,420,800

								2018年3月末		1,233								27,420,800

								2018年4月末		1,345								27,420,800

								2018年5月末		1,406								27,420,800

								2018年6月末		1,395								27,420,800

								2018年7月末		0								27,420,800

								2018年8月末		0								27,420,800

								2018年9月末		0								27,420,800

								2018年10月末		0								27,420,800

								2018年11月末		0								27,420,800

								2018年12月末		0								27,420,800



								② 期中平均株価 キチュウ ヘイキン カブカ

								※当期に付与されたストック・オプションについては、「付与された月～会計期間末」で算出する トウキ フヨ フヨ ツキ カイケイ キカン マツ サンシュツ

								会計期間 カイケイ キカン		前期以前発行 ゼンキ イゼン ハッコウ		当期発行 トウキ ハッコウ

								期末 キマツ		537		538

								第１四半期 ダイ シハンキ		1,233

								第２四半期		1,344

								第３四半期		768		0

				【潜在株式調整後１株当たり純利益】 センザイ カブシキ チョウセイゴ カブ ア ジュンリエキ

						１．希薄化効果の有無の判定 キハクカ コウカ ウム ハンテイ



								付与日 フヨ ビ		行使価格 コウシ カカク		将来提供されるサービスに係る公正な評価単価 ショウライ テイキョウ カカ コウセイ ヒョウカ タンカ

作成者: ＝　付与時の公正な評価単価
×　（権利確定日までの未経過月数
÷　付与日から権利確定日までの月数）		

作成者: 株価算定の基準時点以降に獲得した損益を反映させる場合は、連結ベースの当期純損益を入力する。
なお、月次に分解するのは煩雑であるため、四半期ごとの入力することとした。		

作成者: 作成者:
【2017期限り】
新規上場のため、上場日からの平均株価をとる。
								

作成者: 増資、減資、自己株式の取得、株式を対価とする組織再編等によって、純資産の金額が変動した場合に、当該変動額を入力する。						

作成者: 左記の他、資産の時価評価による損益等を反映させる場合は、ここに入力する。
なお、株価算定にも一部資産（土地や有価証券等）の評価損益が反映されているため、重複しないように留意が必要である。		

作成者: 増資、減資、自己株式の取得、株式を対価とする組織再編等によって、普通株式の発行済株式数が変動した場合に、当該変動数を入力する。		権利行使により払い込まれると仮定する金額@１株 ケンリ コウシ ハラ コ カテイ キンガク カブ		期中平均株価 キチュウ ヘイキン カブカ		希薄化効果 キハクカ コウカ		増加株式数 ゾウカ カブシキスウ

										（円） エン		（円） エン		（円） エン		（円） エン

								2015/07/10		344		ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!		537		ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!

								2015/12/25		405		ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!		537		有		ERROR:#NUM!

										-		-		-		-		無		-

										-		-		-		-		無		-

										-		-		-		-		無		-

																		1

						２．年度または四半期累計期間 ネンド シハンキ ルイケイ キカン

								① 期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ

								・前期以前に発行した潜在株式は、すべての期間に「増加株式数」を入力する ゼンキ イゼン ハッコウ センザイ カブシキ キカン ゾウカ カブシキスウ ニュウリョク

								・当期に発行した潜在株式は、発行月～会計期間末に「増加株式数」を入力する トウキ ハッコウ センザイ カブシキ ゾウカ カブシキスウ ニュウリョク

								期間 キカン						期中平均発行済株式数（併合・分割等調整後） キチュウ ヘイキン ハッコウ スミ カブシキスウ ヘイゴウ ブンカツ トウ チョウセイ ゴ		普通株式増加数 フツウ カブシキ ゾウカスウ		加重平均株式数 カジュウ ヘイキン カブシキスウ

								自 ジ		至 イタル		日数 ニッスウ

								2018/01/01		2018/12/31		365		27,420,800		871,662		28,292,462

												-		-		871,662		-

												-		-		871,662		-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												365						28,292,462



								② 潜在株式調整後１株当たり純利益（円） センザイ カブシキ チョウセイゴ カブ ア ジュンリエキ エン						78.75





						３．四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン

								① 期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ

								・前期以前に発行した潜在株式は、すべての期間に「増加株式数」を入力する ゼンキ イゼン ハッコウ センザイ カブシキ キカン ゾウカ カブシキスウ ニュウリョク

								・当期に発行した潜在株式は、発行月～会計期間末に「増加株式数」を入力する トウキ ハッコウ センザイ カブシキ ゾウカ カブシキスウ ニュウリョク

								期間 キカン						期中平均発行済株式数（併合・分割等調整後） キチュウ ヘイキン ハッコウ スミ カブシキスウ ヘイゴウ ブンカツ トウ チョウセイ ゴ		普通株式増加数 フツウ カブシキ ゾウカスウ		加重平均株式数 カジュウ ヘイキン カブシキスウ

								自 ジ		至 イタル		日数 ニッスウ

								2018/10/01		2018/12/31		92		27,420,800				27,420,800

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												-		-				-

												92						27,420,800



								② 潜在株式調整後１株当たり純利益（円） カブ ア ジュンリエキ エン						53.26









		■１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン



						項目 コウモク								2018年度
期末

						① 期末純資産（千円） キマツ マツ ジュンシサン センエン								16,243,119

						② 新株式申込証拠金（千円） シンカブシキ モウシコ ショウコキン センエン								-

						③ 自己株式申込証拠金（千円） ジコ カブシキ モウシコ ショウコキン センエン								-						※過去ファイルからコピペ カコ

						④ 優先株式の払込金額（千円） ユウセン カブシキ ハライコミ キンガク センエン								-						項目 コウモク		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		前Q ゼン

						⑤ 普通株主に帰属しない剰余金の配当（千円） フツウ カブヌシ キゾク ジョウヨキン ハイトウ センエン								-						1株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン						64,864.00		8,234.76

						⑥ 新株予約権（千円） シンカブヨヤクケン センエン								-						発行済み株式数 ハッコウ ズ カブシキスウ		102,390		102,390		102,390		1,443,850

						⑦ 非支配株主持分（千円） ヒ シハイ カブヌシ モ ブン センエン								155,683						自己株式数 ジコ カブシキ スウ		0		0		0		(250,000)

						①－②－③－④－⑤－⑥－⑦								16,087,436				併合は掛け算、分割は割り算として入力⇒ ヘイゴウ カ ザン ブンカツ ワ ザン ニュウリョク		未反映の分割等 ミ ハンエイ ブンカツ トウ		0.00500		0.00500		0.00500		0.05000

						１株当たり純資産（円） カブ ア ジュンシサン エン								586.69						分割等反映後
　　１株当たり利益 ブンカツ トウ ハンエイ ゴ カブ ア リエキ		0.00		0.00		324.32		411.74		0.00

		■自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ



						項目 コウモク								2018年度
期末

						① 期末純資産（千円） キマツ マツ ジュンシサン センエン								16,243,119

						② 新株予約権（千円） シンカブヨヤクケン センエン								-

						③ 非支配株主持分（千円） ヒ シハイ カブヌシ モ ブン センエン								155,683

						①－②－③								16,087,436

						総資産額（千円） ソウシサン ガク センエン								27,901,932

						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ								57.66%



















税金反映後_2Q予算

				変更箇所 ヘンコウ カショ



				2018年連結修正予算第2四半期連結累計 ダイ シ レンケツ ルイケイ						（円単位） エン タンイ





				連結P/L 累計 レンケツ ルイケイ

																																																						（単位：円）

				項目 コウモク		㈱ｵｰｸﾈｯﾄ										㈱AS&S										㈱ＡＩＳ										㈱ｱｲｵｰｸ										㈱ﾗﾝﾏｰﾄ

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比 ゼンネンヒ		増減比 ゾウゲン ヒ		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		10,597,420,745		4,848,468,212		-		45.8%		0		208,222,200		93,724,800		-		45.0%		0		2,272,485,650		1,269,589,050		-		55.9%		0		3,972,498,000		1,925,868,000		-		48.5%		0		1,015,600,000		438,400,000		-		43.2%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		6,025,360,890		2,676,822,679		-		44.4%		0		0		0		-		-		0		1,397,955,200		757,129,150		-		54.2%		0		1,726,422,000		816,416,000		-		47.3%		0		918,260,000		398,230,000		-		43.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		4,572,059,855		2,171,645,533		-		47.5%		0		208,222,200		93,724,800		-		45.0%		0		874,530,450		512,459,900		-		58.6%		0		2,246,076,000		1,109,452,000		-		49.4%		0		97,340,000		40,170,000		-		41.3%

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		0		5,549,183,416		2,853,404,442		-		51.4%		0		196,923,747		98,846,341		-		50.2%		0		734,486,200		374,956,500		-		51.1%		0		1,051,622,000		499,634,000		-		47.5%		0		92,088,000		40,430,000		-		43.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		(977,123,562)		(681,758,910)		-		-		0		11,298,453		(5,121,541)		-		-		0		140,044,250		137,503,400		-		98.2%		0		1,194,454,000		609,818,000		-		51.1%		0		5,252,000		(260,000)		-		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0		1,258,987,300		732,196,586		-		58.2%		0		1,120,000		608,080		-		54.3%		0		250,000		145,000		-		58.0%		0		1,600,002		2,355,338		-		147.2%		0		148,000		74,000		-		50.0%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		34,091,325		31,965,454		-		93.8%		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		320,004		158,683		-		49.6%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		0		247,772,413		18,472,222		-		7.5%		0		12,418,453		(4,513,461)		-		-		0		140,294,250		137,648,400		-		98.1%		0		1,196,054,002		612,173,338		-		51.2%		0		5,079,996		(344,683)		-		-

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		0		247,772,413		18,472,222		-		7.5%		0		12,418,453		(4,513,461)		-		-		0		140,294,250		137,648,400		-		98.1%		0		1,196,054,002		612,173,338		-		51.2%		0		5,079,996		(344,683)		-		-

				税金等 ゼイキン ナド		0		0		0		-		-		0		4,323,010		0		-		-		0		48,838,087		47,921,600		-		-		0		418,132,427		215,762,527		-		-		0		0		0		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		0		247,772,413		18,472,222		-		7.5%		0		8,095,443		(4,513,461)		-		-		0		91,456,163		89,726,800		-		150.5%		0		777,921,575		396,410,811		-		78.7%		0		5,079,996		(344,683)		-		-





				項目 コウモク		㈱ADP										㈱ACP										㈱AMC										㈱AAG										㈱AIBS

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		6,638,334,760		2,036,420,300		50.1%		30.7%		0		847,634,649		394,627,144		52.2%		46.6%		0		876,458,215		435,796,783		53.6%		49.7%		0		988,455,360		415,529,647		50.4%		42.0%		0		232,284,124		78,953,370		46.4%		34.0%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		1,844,352,345		759,591,743		65.8%		41.2%		0		231,672,908		113,265,796		56.4%		48.9%		0		330,397,826		155,250,717		52.9%		47.0%		0		397,307,750		173,174,000		53.3%		43.6%		0		170,316,000		49,867,036		35.5%		29.3%

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		4,793,982,415		1,276,828,557		43.8%		26.6%		0		615,961,741		281,361,348		50.7%		45.7%		0		546,060,389		280,546,066		54.0%		51.4%		0		591,147,610		242,355,647		48.5%		41.0%		0		61,968,124		29,086,334		97.4%		46.9%

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		0		1,147,808,263		385,823,798		41.8%		33.6%		0		337,560,464		172,846,927		49.5%		51.2%		0		460,100,990		226,780,173		52.7%		49.3%		0		422,612,200		212,483,100		50.6%		50.3%		0		42,144,661		20,872,735		35.9%		49.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		3,646,174,152		891,004,759		44.8%		24.4%		0		278,401,277		108,514,422		52.9%		39.0%		0		85,959,399		53,765,893		60.2%		62.5%		0		168,535,410		29,872,547		37.3%		17.7%		0		19,823,463		8,213,599		-		41.4%

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0		15,999,996		1,455,338		7.0%		9.1%		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		0		0		-		-		0		639,996		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		3,999,996		2,380,272		59.4%		59.5%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		0		3,662,174,148		892,460,097		45.0%		24.4%		0		277,761,281		108,514,422		53.0%		39.1%		0		85,959,399		53,765,893		60.1%		62.5%		0		168,535,410		29,872,547		36.0%		17.7%		0		15,823,467		5,833,327		-		36.9%

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		0		3,662,174,148		892,460,097		45.0%		24.4%		0		277,761,281		108,514,422		53.0%		39.1%		0		85,959,399		53,765,893		59.7%		62.5%		0		168,535,410		29,872,547		36.0%		17.7%		0		15,823,467		5,833,327		-		36.9%

				税金等 ゼイキン ナド		0		1,274,846,117		311,840,916		-		-		0		96,691,986		42,004,691		-		-		0		29,923,483		24,780,507		-		-		0		58,669,169		11,998,039		-		-		0		0		2,058,979		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		0		2,387,328,031		580,619,181		69.0%		37.4%		0		181,069,295		66,509,731		83.6%		59.9%		0		56,035,916		28,985,386		105.5%		95.9%		0		109,866,241		17,874,508		56.6%		27.2%		0		15,823,467		3,774,348		-		36.9%





				項目 コウモク		㈱Auc-HK										㈱AFP										JBTV㈱										㈱AMD										Aucnet USA

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

				売上高 ウリアゲ ダカ		0		266,765,025		86,910,997		39.3%		32.6%		0		437,558,213		199,485,000		47.9%		45.6%		0		683,000,200		350,578,844		34.0%		51.3%		0		61,160,000		85,076,000		83.1%		139.1%		0		18,975,000		0		-		-

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		7,804,800		8,554,896		94.7%		109.6%		0		328,110,814		154,559,000		42.2%		47.1%		0		382,999,938		245,016,049		42.7%		64.0%		0		22,673,328		45,673,333		63.1%		201.4%		0		0		0		-		-

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		258,960,225		78,356,101		37.0%		30.3%		0		109,447,399		44,926,000		89.4%		41.0%		0		300,000,262		105,562,795		23.1%		35.2%		0		38,486,672		39,402,667		131.1%		102.4%		0		18,975,000		0		-		-

				販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		0		158,953,397		72,637,186		55.7%		45.7%		0		90,000,000		45,000,001		51.3%		50.0%		0		260,000,000		99,000,000		31.2%		38.1%		0		30,979,501		47,352,000		103.7%		152.8%		0		28,098,840		286,550		1.9%		1.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		0		100,006,828		5,718,915		7.0%		5.7%		0		19,447,399		(74,001)		-		-		0		40,000,262		6,562,795		4.7%		16.4%		0		7,507,171		(7,949,333)		-		-		0		(9,123,840)		(286,550)		-		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0		0		246,000		60.9%		-		0		0		0		-		-		0		18,039,996		6,300,710		58.4%		34.9%		0		0		0		-		-		0		6,017,660		0		-		-

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		1,440,000		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		110,630		180.2%		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ		0		98,566,828		5,964,915		7.5%		6.1%		0		19,447,399		(74,001)		-		-		0		58,040,258		12,863,505		8.5%		22.2%		0		7,507,171		(7,949,333)		-		-		0		(3,106,180)		(397,180)		-		-

				特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

				税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		0		98,566,828		5,964,915		9.2%		6.1%		0		19,447,399		(74,001)		-		-		0		58,040,258		12,863,505		10.0%		22.2%		0		7,507,171		(7,949,333)		-		-		0		(3,106,180)		(397,180)		-		-

				税金等 ゼイキン ナド		0		16,263,527		984,210		-		-		0		0		126,249		-		-		0		7,163,790		2,333,987		-		-		0		2,613,335		0		-		-		0		0		0		-		-

				当期利益 トウキ リエキ		0		82,303,301		4,980,705		11.0%		7.2%		0		19,447,399		(200,250)		-		-		0		50,876,468		10,529,518		11.4%		25.3%		0		4,893,836		(7,949,333)		-		-		0		(3,106,180)		(397,180)		-		-



				 

				項目 コウモク		Print Vision										単純合算 タンジュン ガッサン										連結相殺 レンケツ ソウサイ										オークネット連結予算 レンケツ ヨサン										オークネット連結予算（のれん償却除く） レンケツ ヨサン ショウキャク ノゾ

						2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比		2017年業績予想		2018年期初予算		2018年予算		前年比		増減比

		K21010000#		売上高 ウリアゲ ダカ		0		150,788,880		0		-		-		0		29,267,641,020		12,659,428,148		51.0%		43.3%		0		(6,477,807,226)		(2,589,649,157)		-		-		0		22,789,833,794		10,069,778,991		51.8%		44.2%		0		22,789,833,794		10,069,778,991		51.8%		44.2%

		K22010000#		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		0		11,485,320		0		-		-		0		13,795,119,119		6,353,550,400		53.5%		46.1%		0		(5,492,133,936)		(2,291,621,439)		-		-		0		8,302,985,183		4,061,928,961		55.6%		48.9%		0		8,302,985,183		4,061,928,961		55.6%		48.9%

		K23000000#		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0		139,303,560		0		-		-		0		15,472,521,901		6,305,877,748		48.8%		40.8%		0		(985,673,290)		(298,027,718)		-		-		0		14,486,848,611		6,007,850,030		49.5%		41.5%		0		14,486,848,611		6,007,850,030		49.5%		41.5%

		K260Z0000#		販売費一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		0		86,125,600		0		-		-		0		10,688,687,280		5,150,353,753		52.1%		48.2%		0		(1,049,550,658)		(384,250,160)		-		-		0		9,639,136,622		4,766,103,593		53.0%		49.4%		0		9,158,359,898		5,246,880,317		65.3%		57.3%

		K27000000#		営業利益 エイギョウ リエキ		0		53,177,960		0		-		-		0		4,783,834,621		1,155,523,995		38.0%		24.2%		0		63,877,368		86,222,442		89.8%		135.0%		0		4,847,711,989		1,241,746,437		39.6%		25.6%		0		5,328,488,713		760,969,713		18.6%		14.3%

		K280Z0000#		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0		0		0		-		-		0		1,302,162,954		743,381,052		42.1%		57.1%		0		(1,193,371,709)		(687,829,428)		-		-		0		108,791,245		55,551,624		62.3%		51.1%		0		108,791,245		55,551,624		62.3%		51.1%

		K290Z0000#		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		3,828,000		0		-		-		0		44,319,321		34,615,039		27.4%		78.1%		0		(44,319,321)		(32,564,044)		-		-		0		0		2,050,995		2.8%		-		0		0		2,050,995		2.8%		-

		K2A000000#		経常利益 ケイジョウ リエキ		0		49,349,960		0		-		-		0		6,041,678,254		1,864,290,008		39.8%		30.9%		0		(1,085,175,020)		(569,042,942)		-		-		0		4,956,503,234		1,295,247,066		41.1%		26.1%		0		5,437,279,958		814,470,342		19.8%		15.0%

		K2B000000#		特別利益 トクベツ リエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

		K2C000000#		特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-

		K2F000000#		税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		0		49,349,960		0		-		-		0		6,041,678,254		1,864,290,008		41.1%		30.9%		0		(1,085,175,020)		(569,042,942)		-		-		0		4,956,503,234		1,295,247,066		40.3%		26.1%		0		5,437,279,958		814,470,342		19.5%		15.0%

		K2G000000#		税金等 ゼイキン ナド		0		0		0		-		-		0		1,957,464,930		659,811,705		-		-		0		0		0		-		-		0		1,957,464,930		659,811,705		-		-		0		1,957,464,930		659,811,705		-		-

		K2I000000#		少数株主損益 ショウスウ カブヌシ ソンエキ		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		19,205,794		18,842,628		76.4%		150.5%		0		19,205,794		18,842,628		76.4%		150.5%

		K2J000000#		当期利益 トウキ リエキ		0		49,349,960		0		-		-		0		4,084,213,324		1,204,478,303		115.2%		85.8%		0		(1,085,175,020)		(569,042,942)		-		-		0		2,979,832,510		616,592,733		132.6%		74.8%		0		3,460,609,234		135,816,009		102.5%		78.3%











																																														0		480,776,724		0						←のれん償却費 ショウキャクヒ







































     Note: Sales in each segment exclude inter-segment internal revenues and transfers. 
          Adjustment of segment income includes goodwill amortization and corporate expenses not allocated to specific reportable segments.  
              Corporate expenses chiefly comprise general and administrative expenses not allocated to specific reportable segments. 
 

Segment Increase/Decrease 
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(Million Yen) 
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Net sales 

Segment income 
First half 

2018 

10,029  10,033  

+20 
+48 

+207 

- 271 

Automobile 
Business 

Digital 
Product 
Business 

Other 
Information 
Distribution 

Business 

Other 
Business 

First half 2017 

3,346  3,348  

+254 
-75 - 97 - 78 

Automobile 
Business 

Digital 
Product 
Business 

Other 
Information 
Distribution 

Business 

Other 
Business 

First half 2018 First half 2017 
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３．Segment Information 
Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

Other Business 
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３．Segment Information 
Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

Other Business 



Automobile Business (Overview) 

12 

Used vehicle auctions 

Shared inventory market 

※As of December 31,2017 

Proxy bidding service 
(i-Auc) 

Live linked auctions 

 Expanding nationwide vehicle 
inspection and evaluation 
provided at customer sites with 
180 qualified inspectors *  

※As of December 31,2017 

© 2018 AUCNET INC. 

※As of June 30,2018 

Providing total support for used vehicle distribution, primarily through auctions 
Aucnet operates its auction business without any physical auction sites 

Key aspect of used 
vehicle distribution 

Used vehicle distribution 
hosted by AUCNET 

Used vehicle distribution 
networks with other sites 

Used vehicle inspection 
service（AIS） 

 High proportion of late model, low 
mileage vehicles. 

 Can sell at auction while vehicle 
remains at retail premises. 

 Auction members share 
information of approximately 
40,000 vehicles* in stock and 
facilitating negotiation and trading. 

 Real-time access to 77* physical  
   auction sites nationwide. 

 Auction agency services for vehicle  
    listing and bidding at 119* physical 
    auction sites nationwide. 
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Year-on-year increase in sales and income  
(up 14.8% for income) 
 
Used vehicle auctions 
• Increased auction listings and sales rate, through the full-scale launch of “Value 
UP Centers” and targeting dealers, rental/lease companies and traders. 
 

Shared inventory market 
• As a result of focusing to attract large-scale clients, the number of sold items 
increased. 
 

Live-linked auctions 
• Despite a decrease in the number of vehicles listed at our partner physical 
auction sites, the number of vehicles sold through live-linked auctions increased 
due to increased use of our “Omatome Service”※. 
 
 
 

Proxy bidding service 
• The number of sold items decreased as a result of a decrease in bidding by 
some major customers and the discontinuation of a major auction site. 

  
Used vehicle inspection service 
• Number of vehicles inspected grew steadily due to an increase in vehicle listings 
at physical auction sites and demand from large used vehicle sales platforms.  

© 2018 AUCNET INC. 

※A service that arranges transportation for purchased vehicles and consolidates     
   multiple payments for different physical auction sites 

6,015  6,036  

1,715  1,969  

2017/12期 

2Q累計 

2018/12期 

2Q累計 

売上高（百万円） 

セグメント利益（百万円） 

Automobile Business (Segment Performance ①) 

First half 
 2017 

First half 
 2018 

Net sales (Million Yen) 

Segment income (Million Yen) 

Note: Sales in each segment exclude inter-segment internal revenues and transfers. 



14 © 2018 AUCNET INC. 

Automobile Business (Segment Performance ②) 

Business KPI First half 2018 Year-on-year 

Automobile Business 
(Total) 

Number of sold items 227,038units 106.4% 

Sales share ※1 9.1% 0.5point   up 

Total number of members 14,339 99.6% 

Used vehicle auctions 

Total number of listed items 30,951units 106.5% 

Number of sold items 9,555units 114.2% 

Rate of sale 33.1% 2.4point  up 

Shared inventory market Number of sold items 6,123units 112.2% 

Live-linked auctions 
Listed units 2,442,613units 96.2% 

Sold units 157,184units 110.9% 

Proxy bidding service (i-Auc) Sold units 54,176units 93.8% 

Used vehicle inspection service (AIS) Total inspected units ※3 442,705units 104.6% 

※１ Aucnet’s total sales units (including Used vehicle auctions, Shared inventory market, Live linked auctions and Proxy bidding service) as a percentage   
  of 4,745,639 total used vehicle sales units at auction nationwide (based on U-Car Full Data Book). 
※2 Rate of sale = sold items / (total listed items – canceled items) 
※3 Includes Used motorcycles inspections. 



Scale of AUCNET Distribution Operations 

Average price of a sold vehicle 
in used car auctions 
（First half 2018） 
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※2 Source : U-Car Full Data Book 
       The “Market average” indicated the average of the total domestic auction  
       market excluding AUCNET INC.. 

Market average ※2  ¥0.540 
AUCNET INC. ¥1.059 

29,989 29,062  30,951  

8,030 8,364  9,555 

28.6% 
30.7% 

33.1% 
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総出品台数 成約台数 成約率 

Number of used vehicles 
distributed through auctions 

※1 Rate of sale = sold items / (total listed items – canceled items) 
  

※1 （Units） 

Automobile Business (Segment Performance ③) 

First half 
 2017 

First half 
 2016 

First half 
 2018 

Total 
number of 
listed items 

Number 
of sold 
items 

Rate 
of sale 

million 

million 



7 sites 
nationwide 
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What are VUC’s (Value Up Centers)? 

© 2018 AUCNET INC. 

Targeted at trade-in vehicles of 
large-scale members, VUC’s 
provide vehicle storage and 
auction preparation services from 
the time the vehicle is traded-in 
until it is sold at auction. This 
includes AIS inspections, minor 
repairs, cleaning, etc. 

Expansion of the scale to  
used vehicle auctions distribution Operations 

  Promotion of Value Up Centers Distributed units through Value Up Centers 

3,277  

5,652  

6,607  

2,366  

3,738  

4,543  

73.3% 

67.1% 
70.3% 

0.0%
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※1 Rate of sale = sold items / (total listed items – canceled items) 
 

※1 

Automobile Business（Priority Initiatives ①） 

（Units） 

Rate 
of sale 

Total 
number of 
listed items 

Number 
of sold 
items 

First half 
 2017 

First half 
 2016 

First half 
 2018 

 Aiming to increase the number of vehicles sold at 
auction, this BPO service, which includes minor 
repairs, etc., reduces hassle for members and 
improves the vehicle’s presentation and therefore 
its value at auction. 
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Stimulation of used vehicle distribution: 
Support used vehicle trade-in appraisal and inventory registration 

with SATEROKU Premium 

What is SATEROKU Premium ? 

A system to support 
used vehicle appraisal. 

 
 

App to register used 
vehicle inventory and 

support trade-in 
appraisal 

 Check trade-in price for reference 
 

 Detect the grade of the vehicle by reading QR 
code on a car inspection (“shaken”) certificate 
 

 Share the instructions for trade-in price or 
current conditions with the sales person 

 Improves customer convenience 
 

 Increases units touched by 
AUCNET 
 

 Encourages distribution through 
auction 

SATEROKU Premium enables  
members to register used vehicles 
for stock management and appraise 
for purchase easily 

Automobile Business（Priority Initiatives ②） 
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Stimulation of used vehicle distribution: 

Vehicle condition report using OBD2※ diagnostic scan by AIS 

What is OBD2 diagnostic scan? 

 Increase trust in used vehicles 
and contribute to stimulation or 
the market 
 

 Increase the number of used 
vehicles inspected by improving 
the credibility of inspections  

Highlight defects of vehicles 
including mechanical and electronic 
issues 

A used car warranty covering 
the latest electronic safety 

systems and with no 
exemption period 

Pinpoints and reports 
any electronic faults of 

the vehicle. 
 

If the condition of the 
vehicle is good it is eligible 

for Aucnet Platinum 
Warranty 

Provided by AUC FINANCIAL  
PARTNERS INC 

What is Aucnet Platinum Warranty? 

The vehicle must be a Japanese car 
and other conditions (mileage, year 
of use etc.) ※ OBD2 is a self-diagnosis function to check that the functions 

     programmed in a vehicle’s ECU’s are working normally. 

Automobile Business（Priority Initiatives ③） 



19 © 2018 AUCNET INC. 

３．Segment Information 
Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

Other Business 



Used smartphone distribution 
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Auctions for Used PCs, etc. 

Received at Aucnet’s center 

Sellers Send used PCs 

© 2018 AUCNET INC. 

Providing a distribution market for used PCs, smartphones and tablet devices 
Expansion of BPO Services from receipt to distribution 

Digital Product Business（Overview） 

①Devises inspected, data erased      
and graded 

②Photography 
③List for auction 

Used PCs auction run by 
Aucnet every Friday. 

Product delivered to buyers 
Mainly sold to domestic buyers 

Sellers Send used smartphones 

Products prepared for sale 
at Aucnet’s center 

①Devises inspected, data erased 
and graded 

②List for sale 

◆Data erasure software 
*Our equity-method affiliate 
 Blancco Japan Inc.  (49% ownership)  

Online distribution 

Mainly sold to overseas buyers. 
Southeast Asia, Hong Kong, 
USA etc. 

Product delivered to buyers 
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Year-on-year decrease in sales and income 
 
Used smartphones distribution business 
• Distribution volume was lower owing to declining replacement demand as a 

consequence of phased sales of new smartphone models in the previous fiscal 
year and restrained spending on new devices stemming from expectations for a 
new model smartphone which is expected to be released this fall. 

 
•  The unit price of used smartphones and transaction commissions   
   decreased, due to the effect of instability in the used smartphone market in   
   part of the Asian region.  
 
• The transaction amount decreased as the number of smartphones     
   transacted and the unit price decreased. 

 
Used PCs and other used digital equipment distribution business 
• Retention efforts for large customers succeeded, and the number of   
 transactions grew steadily. 

 

© 2018 AUCNET INC. 

2,362  

2,090  

1,285  
1,187  

2017/12期 

2Q累計 

2018/12期 

2Q累計 

売上高（百万円） 

セグメント利益（百万円） 

Digital Product Business（Segment Performance） 

Net sales (Million Yen) 

Segment income (Million Yen) 

First half 
 2017 

First half 
 2018 

Business KPI First half 2018 Year-on-year 

All of Digital Product 
Business 

Total transaction 
amount ¥10.84billion 77.9% 

Total number of 
members 497 117.2% 

Total sales units 838,657units 96.7% 



305 
424 

497 
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Used smartphones 
 

 Expanding distribution volume 
 
・List items from domestic and overseas leasing  
   firms and trade-in programs 
 
・Distribution of smartphone parts. 
 
・Develop cross-border distribution. 
 

Strengthen distribution of used PCs 
 and used digital equipment overseas  

Increase in acquisition of 
new overseas buyers 

Used PCs etc. 

 ・Target buyers not only in Hong Kong and    
  the United States, but all over the world. 
 
 ・Acquire buyers in a wide range of segments 
      such as wholesalers and retailers 

（No. of ID’s） 

Expanding the total members 

・Obtaining rental and lease companies,  
   and major purchase shops to extend BPO    
   distribution. 

© 2018 AUCNET INC. 

Digital Product Business（Priority Initiatives） 

First half 
 2017 

First half 
 2018 

First half 
 2016 
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３．Segment Information 
Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

Other Business 



Pre-owned luxury  
brand items 

24 © 2018 AUCNET INC. 

Since 2017~ Premium Mall ※ Since 2018~ One price ※ Since 2018~ Zoto no madoguchi ※ 

Used motorcycles Flowers (cut and potted） 

Other Information Distribution Business  (Overview) 
Facilitating the distribution of various products 

 through online auctions 

“※ Zoto no Madoguchi" is a service to provide 
      gift flowers to companies. 

※ Members can buy used motorcycles  at any   
    time with one click, 24 hours a day 7 days a    
    week, for a fixed price via the online system. 

※ Auction members share information on 
    pre-owned luxury brand items in stock,    
    facilitating negotiation and trading. 
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1,276  1,324  

371  
295  

2017/12期 

2Q累計 

2018/12期 

2Q累計 

売上高（百万円） 

セグメント利益（百万円） 

Year-on-year increase in sales and decrease 
in income 
 

Pre-owned luxury brand items 
• Transaction amount and total number of listed items increased through 

enhanced acquisition of both domestic and international new members 
and promoting participation in auctions targeting franchised purchase 
shops. 

 
Used motorcycles 
• Total listed units increased as a result of enhanced promotion to major 

members to list items. 
• Rate of sale decreased due to the decrease of buying power resulting 

from a retail slump. 
 

Flowers (cut and potted) 
• Low market prices continued from Q1, resulting in a decrease in 

imported items and lower transaction volumes. 

Other Information Distribution Business 
（Segment Performance） 

Net sales (Million Yen) 

Segment income (Million Yen) 

First half 
 2017 

First half 
 2018 
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※1 Rate of sale = sold items / (total listed items – canceled items) 
 

Other Information Distribution Business 
（Segment Performance） 

Business KPI First half 2018

Total transaction amount ¥4.94billion

Total number of listed items 206,400units

Rate of sale 75.2% 3.9point down

Total number of members 1,617

Total transaction amount ¥3.67billion

Total number of listed items 31,634units

Rate of sale 44.2% 8.0point down

Total number of members 4,572

Total transaction amount ¥2.98billion
Total number of members
（buyers）

1,085
Total number of members
（growers）

3,140

103.0%

98.7%

99.0%

104.7%

114.9%

116.4%

105.7%

93.5%

103.8%

Year-on-year

Flowers
(cut and potted)

Pre-owned Luxury
brand items

Used motorcycles


KPI_ｻﾏﾘ

																						セグメント別KPI　2007/12期～2018/12期 ベツ キ キ																																								セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期 ベツ キ キ																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期 ベツ キ キ																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期 ベツ キ キ

																						通期累計実績（過去実績推移） ツウキ ルイケイ ジッセキ カコ ジッセキ スイイ																																								第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ																																														通期累計実績 ツウキ ルイケイ ジッセキ		2.0												12		12				12		12

		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー				②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク						・・・網掛けの取扱高は中古車オークションと共有在庫のみの合計（その他は含まず） アミカ トリアツカイ ダカ チュウコ シャ キョウユウ ザイコ ゴウケイ ホカ フク																		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク

		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ				16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ																				07/12期 キ		08/12期 キ		09/12期 キ		10/12期 キ		11/12期 キ		12/12期 キ		13/12期 キ		14/12期 キ		15/12期 キ		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期																		16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ

																																		開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		2.0														開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		1.0		1.0				1.0								2.0		2.0				2.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		3.0		3.0				3.0								4.0		4.0				4.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ								2.0		2.0				2.0

		実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ				実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ						項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

																						四輪事業 ヨンリン ジギョウ																																								四輪事業 ヨンリン ジギョウ																																												四輪事業 ヨンリン ジギョウ																																												四輪事業 ヨンリン ジギョウ

		16/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		17/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		18/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		18/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額				75		147		361		433				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		119,588		79,722		60,944		54,763		38,382		35,817		39,722		37,472		324,743		299,712		320,591		179,439		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		79,904		85,344		106.8%		-		91,604		107.3%		-		71,130		77,406		108.8%		-		87,835		113.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		73,580		80,208		109.0%		-		-		-		-		75,097		77,631		103.4%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		299,712		320,591		107.0%		-		179,439		56.0%		-		151,035		162,751		107.8%		-		179,439		110.3%		-

		16/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総会員数		17/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総会員数		18/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_総会員数		18/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総会員数				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		13,615		13,589		22,807		18,402		15,329		15,523		15,853		15,900		16,178		14,392		14,447		14,399		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		16,252		14,335		88.2%		-		14,405		100.5%		-		14,406		14,452		100.3%		-		14,399		99.6%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		14,419		14,454		100.2%		-		-		-		-		14,392		14,447		100.4%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		14,392		14,447		100.4%		-		14,399		99.7%		-		14,406		14,452		100.3%		-		14,399		99.6%		-

		16/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総成約・落札台数		17/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総成約・落札台数		18/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_総成約・落札台数		18/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_総成約・落札台数				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総成約・落札台数 ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		471,114		450,005		334,438		360,730		374,301		428,426		470,379		462,841		422,678		393,958		417,650		227,038		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総成約・落札台数 ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		104,809		109,901		104.9%		114,150		114,481		104.2%		100.3%		94,517		103,429		109.4%		109,740		112,557		108.8%		102.6%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総成約・落札台数 ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		96,439		104,106		108.0%		105,401		-		-		-		98,193		100,214		102.1%		103,163		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				総成約・落札台数 ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		393,958		417,650		106.0%		432,454		227,038		54.4%		52.5%		199,326		213,330		107.0%		223,890		227,038		106.4%		101.4%

		16/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_落札シェア		17/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_落札シェア		18/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_落札シェア		18/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_落札シェア				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		シェア				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				落札シェア ラクサツ		開示 カイジ		%		10.1%		9.8%		9.1%		9.4%		9.6%		10.4%		10.6%		10.2%		9.3%		8.7%		8.8%		9.1%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		シェア		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				落札シェア ラクサツ		開示 カイジ		%		8.6%		8.7%		0.2pt		-		9.1%		0.3pt		-		8.1%		8.5%		0.5pt		-		9.1%		0.6pt		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		シェア				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				落札シェア ラクサツ		開示 カイジ		%		9.1%		9.1%		▲0.0pt		-		-		-		-		9.3%		8.9%		▲0.4pt		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		シェア				四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ				落札シェア ラクサツ		開示 カイジ		%		8.7%		8.8%		0.1pt		-		9.1%		0.3pt		-		8.3%		8.6%		0.3pt		-		9.1%		0.5pt		-

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高				76		148		362		434				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古車オークション チュウコ シャ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		19,708		18,607		20,399		10,123		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古車オークション チュウコ シャ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,486		5,225		116.5%		-		5,073		97.1%		-		4,509		4,716		104.6%		-		5,050		107.1%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古車オークション チュウコ シャ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,744		5,290		111.5%		-		-		-		-		4,867		5,166		106.1%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古車オークション チュウコ シャ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		18,607		20,399		109.6%		-		10,123		49.6%		-		8,996		9,942		110.5%		-		10,123		101.8%		-

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_会員数		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数				81		153		367		439				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古車オークション チュウコ シャ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		7,434		6,783		6,195		5,776		4,585		4,510		4,528		4,585		4,401		4,414		4,383		4,352		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古車オークション チュウコ シャ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		4,394		4,417		100.5%		-		4,369		98.9%		-		4,385		4,463		101.8%		-		4,352		97.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古車オークション チュウコ シャ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		4,403		4,421		100.4%		-		-		-		-		4,414		4,383		99.3%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古車オークション チュウコ シャ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		4,414		4,383		99.3%		-		4,352		99.3%		-		4,385		4,463		101.8%		-		4,352		97.5%		-

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数				82		154		368		440				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		256,530		208,367		159,459		140,248		101,056		105,452		92,730		85,600		70,177		57,648		58,556		30,951		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		15,426		14,435		93.6%		15,257		14,424		99.9%		94.5%		14,563		14,627		100.4%		15,686		16,527		113.0%		105.4%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		13,118		14,299		109.0%		15,292		-		-		-		14,541		15,195		104.5%		14,688		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		57,648		58,556		101.6%		60,923		30,951		52.9%		50.8%		29,989		29,062		96.9%		30,943		30,951		106.5%		100.0%

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数				83		155		369		441				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		241,371		197,752		151,730		132,834		95,086		99,053		86,490		80,017		66,203		53,800		54,792		28,866		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		14,542		13,459		92.6%		14,318		13,558		100.7%		94.7%		13,569		13,808		101.8%		14,763		15,308		110.9%		103.7%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		12,220		13,360		109.3%		14,424		-		-		-		13,469		14,165		105.2%		13,793		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古車オークション チュウコ シャ				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		53,800		54,792		101.8%		57,298		28,866		52.7%		50.4%		28,111		27,267		97.0%		29,081		28,866		105.9%		99.3%

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_成約台数		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数				88		160		374		446				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古車オークション チュウコ シャ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		開示 カイジ		台		65,734		45,093		28,373		24,399		15,870		13,985		15,837		15,098		16,962		16,153		17,414		9,555		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古車オークション チュウコ シャ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		開示 カイジ		台		4,013		4,066		101.3%		5,293		4,817		118.5%		91.0%		4,017		4,298		107.0%		5,694		4,738		110.2%		83.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古車オークション チュウコ シャ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		開示 カイジ		台		4,106		4,638		113.0%		5,668		-		-		-		4,017		4,412		109.8%		5,226		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古車オークション チュウコ シャ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		開示 カイジ		台		16,153		17,414		107.8%		21,881		9,555		54.9%		43.7%		8,030		8,364		104.2%		10,987		9,555		114.2%		87.0%

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約率		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約率		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_成約率		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約率				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古車オークション チュウコ シャ				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		27.2%		22.8%		18.7%		18.4%		16.7%		14.1%		18.3%		18.9%		25.6%		30.0%		31.8%		33.1%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古車オークション チュウコ シャ				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		27.6%		30.2%		2.6pt		37.0%		35.5%		5.3pt		1.4pt		29.6%		31.1%		1.5pt		38.6%		31.0%		▲0.2pt		7.6pt		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古車オークション チュウコ シャ				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		33.6%		34.7%		1.1pt		39.3%		-		-		-		29.8%		31.1%		1.3pt		37.9%		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古車オークション チュウコ シャ				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		30.0%		31.8%		1.8pt		38.2%		33.1%		1.3pt		5.1pt		28.6%		30.7%		2.1pt		37.8%		33.1%		2.4pt		4.7pt

		16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額				77		149		363		435				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		23,519		19,230		21,232		11,049		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,801		5,008		104.3%		-		5,492		109.7%		-		4,813		5,140		106.8%		-		5,556		108.1%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,900		5,368		109.6%		-		-		-		-		4,714		5,714		121.2%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		19,230		21,232		110.4%		-		11,049		52.0%		-		9,615		10,149		105.6%		-		11,049		108.9%		-

		16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高				78		150		364		436				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		21,893		17,751		20,022		10,424		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,511		4,680		103.7%		-		5,178		110.6%		-		4,416		4,855		109.9%		-		5,246		108.1%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		4,494		5,046		112.3%		-		-		-		-		4,328		5,439		125.7%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		17,751		20,022		112.8%		-		10,424		52.1%		-		8,928		9,536		106.8%		-		10,424		109.3%		-

		16/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_一撃市場_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高				79		151		365		437				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				一撃市場 イチゲキ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		1,626		1,085		1,022		598		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				一撃市場 イチゲキ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		264		274		103.8%		-		288		105.1%		-		271		239		88.2%		-		309		129.3%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				一撃市場 イチゲキ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		257		262		101.9%		-		-		-		-		291		245		84.2%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				一撃市場 イチゲキ イチバ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		1,085		1,022		94.2%		-		598		58.5%		-		535		513		95.9%		-		598		116.6%		-

		16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高				80		152		366		438				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		393		187		25		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		25		53		212.0%		-		25		47.2%		-		125		46		36.8%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		147		59		40.1%		-		-		-		-		94		28		29.8%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		393		187		47.6%		-		25		13.4%		-		150		99		66.0%		-		25		25.3%		-

		16/12期_実績_四輪事業__成約台数		17/12期_実績_四輪事業__成約台数		18/12期_予算_四輪事業__成約台数		18/12期_実績_四輪事業__成約台数				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						成約台数		開示 カイジ		台		2,674		4,536		11,659		13,347		12,755		12,287		14,206		12,975		15,047		11,730		11,488		6,123		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						成約台数		開示 カイジ		台		3,132		2,772		88.5%		2,985		3,147		113.5%		105.4%		2,971		2,686		90.4%		3,536		2,976		110.8%		84.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						成約台数		開示 カイジ		台		2,995		2,967		99.1%		4,106		-		-		-		2,632		3,063		116.4%		3,559		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク						成約台数		開示 カイジ		台		11,730		11,488		97.9%		14,186		6,123		53.3%		43.2%		6,103		5,458		89.4%		6,521		6,123		112.2%		93.9%

		16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数				90		162		376		448				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ シジョウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		2,674		4,536		11,659		11,627		11,044		11,014		12,837		11,983		13,947		10,703		10,721		5,799		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ シジョウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		2,934		2,579		87.9%		2,811		2,970		115.2%		105.7%		2,684		2,500		93.1%		3,347		2,829		113.2%		84.5%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ シジョウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		2,693		2,760		102.5%		3,878		-		-		-		2,392		2,882		120.5%		3,334		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				共有在庫市場 キョウユウ ザイコ シジョウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		10,703		10,721		100.2%		13,370		5,799		54.1%		43.4%		5,618		5,079		90.4%		6,158		5,799		114.2%		94.2%

		16/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		17/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		18/12期_予算_四輪事業_一撃市場_成約台数		18/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数				91		163		377		449				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				一撃市場 イチゲキ イチバ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		-		-				1,720		1,711		1,273		1,369		992		1,100		727		630		307		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				一撃市場 イチゲキ イチバ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		177		164		92.7%		174		160		97.6%		92.0%		187		146		78.1%		189		147		100.7%		77.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				一撃市場 イチゲキ イチバ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		182		156		85.7%		228		-		-		-		181		164		90.6%		225		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				一撃市場 イチゲキ イチバ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		727		630		86.7%		816		307		48.7%		37.6%		364		310		85.2%		363		307		99.0%		84.6%

		16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_成約台数		18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数				92		164		378		450				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		-		300		137		17		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		21		29		138.1%		-		17		58.6%		-		100		40		40.0%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		120		51		42.5%		-		-		-		-		59		17		28.8%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		300		137		45.7%		-		17		12.4%		-		121		69		57.0%		-		17		24.6%		-

		16/12期_実績_四輪事業_単独有償会員合計_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_単独有償会員合計_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_単独有償会員合計_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_単独有償会員合計_単独有償会員				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		jp・aB・保証・サテロク・ATC		単独有償会員合計 タンドク ユウショウ カイイン ゴウケイ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		177		177		169		162		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		jp・aB・保証・サテロク・ATC		単独有償会員合計 タンドク ユウショウ カイイン ゴウケイ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		179		176		98.3%		-		154		87.5%		-		188		174		92.6%		-		162		93.1%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		jp・aB・保証・サテロク・ATC		単独有償会員合計 タンドク ユウショウ カイイン ゴウケイ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		181		179		98.9%		-		0		-		-		177		169		95.5%		-		0		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		jp・aB・保証・サテロク・ATC		単独有償会員合計 タンドク ユウショウ カイイン ゴウケイ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		177		169		95.5%		-		162		95.9%		-		188		174		92.6%		-		162		93.1%		-

		16/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員				93		165		379		451				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット.jp				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		11		11		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット.jp				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		13		11		84.6%		-		10		90.9%		-		17		8		47.1%		-		11		137.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット.jp				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		16		12		75.0%		-		-		-		-		14		11		78.6%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット.jp				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		14		11		78.6%		-		11		100.0%		-		17		8		47.1%		-		11		137.5%		-

		16/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員				94		166		380		452				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オートバンクシステム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		-		145		142		140		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オートバンクシステム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		149		147		98.7%		-		135		91.8%		-		154		148		96.1%		-		140		94.6%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オートバンクシステム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		146		146		100.0%		-		-		-		-		145		142		97.9%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オートバンクシステム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		145		142		97.9%		-		140		98.6%		-		154		148		96.1%		-		140		94.6%		-

		16/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員				95		167		381		453				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット保証 ホショウ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		7		7		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット保証 ホショウ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		11		10		90.9%		-		6		60.0%		-		10		10		100.0%		-		7		70.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット保証 ホショウ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		10		13		130.0%		-		-		-		-		10		7		70.0%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				オークネット保証 ホショウ				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		10		7		70.0%		-		7		100.0%		-		10		10		100.0%		-		7		70.0%		-

		16/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員				96		168		382		454				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				サテロクプレミアム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		2		4		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				サテロクプレミアム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		4		3		75.0%		-		3		100.0%		-		4		2		50.0%		-		4		200.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				サテロクプレミアム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		4		2		50.0%		-		-		-		-		3		2		66.7%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				サテロクプレミアム				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		3		2		66.7%		-		4		200.0%		-		4		2		50.0%		-		4		200.0%		-

		16/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		17/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		18/12期_予算_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		18/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員				97		169		383		455				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				AISテクニカルキャビネット				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		7		2018年3月サービス終了		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				AISテクニカルキャビネット				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		2		5		250.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ						3		6		200.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				AISテクニカルキャビネット				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		5		6		120.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ						5		7		140.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				AISテクニカルキャビネット				単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		5		7		140.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ						3		6		200.0%		-		2018年3月サービス終了 ネン ガツ シュウリョウ

		16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高				99		171		385		457				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ライブ中継オークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		202,823		184,408		196,016		116,788		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ライブ中継オークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		49,801		51,502		103.4%		-		59,452		115.4%		-		42,936		46,791		109.0%		-		57,335		122.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ライブ中継オークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		45,441		49,813		109.6%		-		-		-		-		46,228		47,909		103.6%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ライブ中継オークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		184,408		196,016		106.3%		-		116,788		59.6%		-		92,738		98,293		106.0%		-		116,788		118.8%		-

		16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数				100		172		386		458				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				ライブ中継オークション				提携会員数 テイケイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		9,573		5,079		2,687		2,672		2,805		2,686		2,654		707		615		603		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				ライブ中継オークション				提携会員数 テイケイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		2,628		648		24.7%		602		610		94.1%		101.3%		736		639		86.8%		589		603		94.4%		102.4%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				ライブ中継オークション				提携会員数 テイケイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		728		627		86.1%		577		-		-		-		707		615		87.0%		563		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				ライブ中継オークション				提携会員数 テイケイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		707		615		87.0%		563		603		98.0%		107.1%		736		639		86.8%		589		603		94.4%		102.4%

		16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数				101		173		387		459				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ライブ中継オークション				中継台数 チュウケイ ダイスウ		開示 カイジ		台		4,054,195		4,495,646		3,727,976		3,723,714		3,827,685		4,554,215		4,503,523		4,653,039		4,533,344		4,620,260		4,811,383		2,442,613		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ライブ中継オークション				中継台数 チュウケイ ダイスウ		開示 カイジ		台		1,229,384		1,252,084		101.8%		1,278,967		1,204,302		96.2%		94.2%		1,169,607		1,288,000		110.1%		1,272,446		1,238,311		96.1%		97.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ライブ中継オークション				中継台数 チュウケイ ダイスウ		開示 カイジ		台		1,072,056		1,137,226		106.1%		1,132,450		-		-		-		1,149,213		1,134,073		98.7%		1,157,604		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ライブ中継オークション				中継台数 チュウケイ ダイスウ		開示 カイジ		台		4,620,260		4,811,383		104.1%		4,841,467		2,442,613		50.8%		50.5%		2,398,991		2,540,084		105.9%		2,551,413		2,442,613		96.2%		95.7%

		16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数				102		174		388		460				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ライブ中継オークション				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		319,657		306,611		210,830		230,167		242,738		276,112		322,544		329,403		285,800		261,583		278,658		157,184		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ライブ中継オークション				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		70,068		73,549		105.0%		75,374		78,556		106.8%		104.2%		61,266		68,221		111.4%		71,056		78,628		115.3%		110.7%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ライブ中継オークション				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		64,105		69,553		108.5%		67,575		-		-		-		66,144		67,335		101.8%		67,115		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ライブ中継オークション				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		261,583		278,658		106.5%		281,120		157,184		56.4%		55.9%		131,334		141,770		107.9%		146,430		157,184		110.9%		107.3%

		16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高				104		176		390		462				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		-		-		78,693		77,466		82,943		41,478		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		20,814		23,607		113.4%		-		21,586		91.4%		-		18,870		20,757		110.0%		-		19,892		95.8%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		18,493		19,735		106.7%		-		-		-		-		19,287		18,841		97.7%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		77,466		82,943		107.1%		-		41,478		50.0%		-		39,685		44,365		111.8%		-		41,478		93.5%		-

		16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数				105		177		391		463				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				正会員数 セイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		6,181		6,806		7,039		7,547		8,057		8,341		8,520		8,629		8,946		9,094		9,280		9,282		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				正会員数 セイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		9,051		9,094		100.5%		9,340		9,272		102.0%		99.3%		9,097		9,176		100.9%		9,394		9,282		101.2%		98.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				正会員数 セイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		9,107		9,227		101.3%		9,448		-		-		-		9,094		9,280		102.0%		9,502		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				正会員数 セイ カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		9,094		9,280		102.0%		9,502		9,282		100.0%		97.7%		9,097		9,176		100.9%		9,394		9,282		101.2%		98.8%

		16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数				108		180		394		466				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		83,049		93,765		83,576		92,817		102,938		126,042		117,792		105,365		104,869		104,492		110,090		54,176		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		27,596		29,514		107.0%		30,498		27,961		94.7%		91.7%		26,263		28,224		107.5%		29,454		26,215		92.9%		89.0%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		25,233		26,948		106.8%		28,052		-		-		-		25,400		25,404		100.0%		27,263		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				落札台数 ラクサツ ダイスウ		開示 カイジ		台		104,492		110,090		105.4%		115,267		54,176		49.2%		47.0%		53,859		57,738		107.2%		59,952		54,176		93.8%		90.4%

		16/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		17/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		18/12期_予算_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		18/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数				109		181		395		467				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		4,683,400		4,593,427		3,679,417		3,823,081		3,886,738		4,135,070		4,417,805		4,519,794		4,557,518		4,511,790		4,745,522		2,495,108		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		1,222,944		1,258,954		102.9%		-		1,262,534		100.3%		-		1,173,300		1,210,172		103.1%		-		1,232,574		101.9%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		1,060,709		1,147,639		108.2%		-		-		-		-		1,054,837		1,128,757		107.0%		-		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ				成約台数		非開示 ヒカイジ		台		4,511,790		4,745,522		105.2%		-		2,495,108		52.6%		-		2,396,244		2,469,126		103.0%		-		2,495,108		101.1%		-

		16/12期_実績_四輪事業__総検査台数		17/12期_実績_四輪事業__総検査台数		18/12期_予算_四輪事業__総検査台数		18/12期_実績_四輪事業__総検査台数				なし		なし		なし		なし				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ		車両検査サービス（AIS) シャ リョウ ケンサ						総検査台数 ソウ ケンサ ダイスウ		開示 カイジ		台		501,523		500,621		497,281		516,884		494,715		589,864		643,989		705,460		689,753		733,844		843,841		442,705		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ		車両検査サービス（AIS) シャ リョウ ケンサ						総検査台数 ソウ ケンサ ダイスウ		開示 カイジ		台		185,292		222,494		120.1%		236,340		218,603		98.3%		92.5%		177,214		200,551		113.2%		211,050		224,102		111.7%		106.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ		車両検査サービス（AIS) シャ リョウ ケンサ						総検査台数 ソウ ケンサ ダイスウ		開示 カイジ		台		173,919		203,398		116.9%		213,284		-		-		-		197,419		217,398		110.1%		225,248		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ		車両検査サービス（AIS) シャ リョウ ケンサ						総検査台数 ソウ ケンサ ダイスウ		開示 カイジ		台		733,844		843,841		115.0%		885,922		442,705		52.5%		50.0%		362,506		423,045		116.7%		447,390		442,705		104.6%		99.0%

		16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数				110		182		396		468				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		419,037		410,485		405,839		445,404		428,668		536,619		590,247		650,259		205,337		192,006		196,317		92,191		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		49,185		50,624		102.9%		51,790		46,069		91.0%		89.0%		46,023		49,648		107.9%		50,804		46,122		92.9%		90.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		46,464		46,545		100.2%		47,671		-		-		-		50,334		49,500		98.3%		50,437		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		192,006		196,317		102.2%		200,702		92,191		47.0%		45.9%		95,208		100,272		105.3%		102,594		92,191		91.9%		89.9%

		16/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		17/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		18/12期_予算_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		18/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数				112		184		398		470				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				カーセンサー認定 ニンテイ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		143,565		194,075		254,244		138,065		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				カーセンサー認定 ニンテイ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		45,180		69,086		152.9%		74,613		66,191		95.8%		88.7%		46,212		56,973		123.3%		61,532		71,874		126.2%		116.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				カーセンサー認定 ニンテイ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		46,699		62,899		134.7%		67,931		-		-		-		55,984		65,286		116.6%		72,468		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				カーセンサー認定 ニンテイ				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		194,075		254,244		131.0%		276,544		138,065		54.3%		49.9%		91,392		126,059		137.9%		136,145		138,065		109.5%		101.4%

		16/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		17/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		18/12期_予算_四輪事業_会場受託_検査台数		18/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数				113		185		399		471				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				会場受託 カイジョウ ジュタク				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		290,998		298,565		343,619		188,557		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				会場受託 カイジョウ ジュタク				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		79,559		91,635		115.2%		97,857		95,449		104.2%		97.5%		71,795		80,985		112.8%		85,514		93,108		115.0%		108.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				会場受託 カイジョウ ジュタク				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		67,844		80,475		118.6%		84,402		-		-		-		79,367		90,524		114.1%		88,343		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				会場受託 カイジョウ ジュタク				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		298,565		343,619		115.1%		356,116		188,557		54.9%		52.9%		151,354		172,620		114.1%		183,371		188,557		109.2%		102.8%

		16/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		17/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		18/12期_予算_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		18/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数				111		183		397		469				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				バイクオークション出品 シュッピン				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		82,486		90,136		91,442		71,480		66,047		53,245		53,742		55,201		49,853		49,198		49,661		23,892		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				バイクオークション出品 シュッピン				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		11,368		11,149		98.1%		12,080		10,894		97.7%		90.2%		13,184		12,945		98.2%		13,200		12,998		100.4%		98.5%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				バイクオークション出品 シュッピン				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		12,912		13,479		104.4%		13,280		-		-		-		11,734		12,088		103.0%		14,000		-		-		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイスウ				バイクオークション出品 シュッピン				検査台数 ケンサ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		49,198		49,661		100.9%		52,560		23,892		48.1%		45.5%		24,552		24,094		98.1%		25,280		23,892		99.2%		94.5%

																						セグメント別KPI　2007/12期～2018/12期																																								セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期

																						通期累計実績（過去実績推移）																																								第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期																																														通期累計実績		2.0

		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー				②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ				デジタルプロダクツ事業セグメント																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																								デジタルプロダクツ事業セグメント																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												デジタルプロダクツ事業セグメント																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												デジタルプロダクツ事業セグメント																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク

		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ				16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ																				07/12期 キ		08/12期 キ		09/12期 キ		10/12期 キ		11/12期 キ		12/12期 キ		13/12期 キ		14/12期 キ		15/12期 キ		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期																		16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ

																																		開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		2.0														開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		1.0		1.0				1.0								2.0		2.0				2.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		3.0		3.0				3.0								4.0		4.0				4.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ								2.0		2.0				2.0

		実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ				実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ						項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

																						デジタルプロダクツ事業 ジギョウ																																								デジタルプロダクツ事業 ジギョウ																																												デジタルプロダクツ事業 ジギョウ																																												デジタルプロダクツ事業 ジギョウ

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額				114		186		400		472				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		370		493		2,039		15,508		18,980		22,893		26,649		10,844		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		6,924		6,601		95.3%		-		6,161		93.3%		-		3,615		7,321		202.5%		-		4,683		64.0%		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		3,236		6,028		186.3%		-		-		-		-		9,117		6,697		73.5%		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		22,893		26,649		116.4%		-		10,844		40.7%		-		10,539		13,923		132.1%		-		10,844		77.9%		-

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総会員数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総会員数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総会員数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総会員数				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		69		92		116		129		123		190		215		288		288		357		455		497		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		283		399		141.0%		-		464		116.3%		-		305		424		139.0%		-		497		117.2%		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		338		451		133.4%		-		-		-		-		357		455		127.5%		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総会員数 ソウ カイインスウ		開示 カイジ		会員		357		455		127.5%		-		497		109.2%		-		305		424		139.0%		-		497		117.2%		-

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総流通台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総流通台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総流通台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_総流通台数				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総流通台数 ソウ リュウツウ ダイスウ		開示 カイジ		台 ダイ		18,717		27,309		29,807		47,532		29,289		46,339		304,004		828,528		1,238,420		2,040,618		1,707,195		838,657		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総流通台数 ソウ リュウツウ ダイスウ		開示 カイジ		台 ダイ		573,794		441,859		77.0%		462,350		468,473		106.0%		101.3%		421,123		425,141		101.0%		471,115		370,184		87.1%		78.6%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総流通台数 ソウ リュウツウ ダイスウ		開示 カイジ		台 ダイ		358,690		367,351		102.4%		574,060		-		-		-		687,011		472,844		68.8%		820,770		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ				総流通台数 ソウ リュウツウ ダイスウ		開示 カイジ		台 ダイ		2,040,618		1,707,195		83.7%		2,328,295		838,657		49.1%		36.0%		994,917		867,000		87.1%		933,465		838,657		96.7%		89.8%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高				115		187		401		473				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		370		493		623		1,162		1,039		1,113		1,382		750		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		251		379		151.0%		-		374		98.7%		-		233		392		168.2%		-		376		95.9%		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		295		294		99.7%		-		-		-		-		332		316		95.2%		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		1,113		1,382		124.2%		-		750		54.3%		-		485		771		159.0%		-		750		97.3%		-

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数				116		188		402		474				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		69		92		116		129		123		190		210		263		224		239		286		301		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		230		267		116.1%		306		289		108.2%		94.4%		231		279		120.8%		312		301		107.9%		96.5%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		247		294		119.0%		318		-		-		-		239		286		119.7%		324		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				会員数 カイインスウ		非開示 ヒカイジ		会員		239		286		119.7%		324		301		105.2%		92.9%		231		279		120.8%		312		301		107.9%		96.5%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_出品台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_出品台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_出品台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_出品台数				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		23,122		44,313		160,684		451,295		174,873

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
7,981		124,613		126,045		188,769		211,996		339,107		392,804		189,783		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		66,493		68,517		103.0%		73,700		87,243		127.3%		118.4%		75,911		98,431		129.7%		105,210		102,540		104.2%		97.5%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		97,260		103,177		106.1%		102,190		-		-		-		99,443		122,679		123.4%		85,260		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		339,107		392,804		115.8%		366,360		189,783		48.3%		51.8%		142,404		166,948		117.2%		178,910		189,783		113.7%		106.1%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数				117		189		403		475				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				PCリアルオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		23,122		44,313		36,158		37,339		35,234

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
7,981		40,791		48,339		46,085		99,224		117,446		146,337		85,243		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				PCリアルオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		28,430		33,463		117.7%		37,240		42,213		126.1%		113.4%		27,889		29,995		107.6%		32,760		43,030		143.5%		131.3%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				PCリアルオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		33,963		44,275		130.4%		44,630		-		-		-		27,164		38,604		142.1%		35,370		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				PCリアルオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		117,446		146,337		124.6%		150,000		85,243		58.3%		56.8%		56,319		63,458		112.7%		70,000		85,243		134.3%		121.8%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数				119		191		405		477				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ORIX BPOオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		-		-		-		-		18,756		75,891		46,692		37,971		33,739		17,330		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ORIX BPOオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		9,624		8,145		84.6%		8,300		7,774		95.4%		93.7%		9,354		8,871		94.8%		9,050		9,556		107.7%		105.6%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ORIX BPOオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		10,708		8,954		83.6%		9,130		-		-		-		8,285		7,769		93.8%		7,760		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				ORIX BPOオークション				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		37,971		33,739		88.9%		34,240		17,330		51.4%		50.6%		18,978		17,016		89.7%		17,350		17,330		101.8%		99.9%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数				121		193		407		479				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				セレクトマーケット				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		124,526		413,956		139,639		83,822		58,950		66,793		66,080		183,690		212,728		87,210		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				セレクトマーケット				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		28,439		26,909		94.6%		28,160		37,256		138.5%		132.3%		38,668		59,565		154.0%		63,400		49,954		83.9%		78.8%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				セレクトマーケット				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		52,589		49,948		95.0%		48,430		-		-		-		63,994		76,306		119.2%		42,130		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				セレクトマーケット				出品台数 シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		183,690		212,728		115.8%		182,120		87,210		41.0%		47.9%		67,107		86,474		128.9%		91,560		87,210		100.9%		95.2%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約台数				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		18,717		27,309		29,807		47,532		29,289

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
4,431		46,339		61,940		115,842		137,181		148,493		213,182		97,769		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		38,943		40,736		104.6%		42,350		46,330		113.7%		109.4%		33,660		44,435		132.0%		46,115		51,439		115.8%		111.5%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		38,719		52,466		135.5%		49,060		-		-		-		37,171		75,545		203.2%		40,770		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		148,493		213,182		143.6%		178,295		97,769		45.9%		54.8%		72,603		85,171		117.3%		88,465		97,769		114.8%		110.5%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数				118		190		404		476				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				PCリアルオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		18,717		27,309		15,524		19,872		20,936

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
4,431		

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
7,981		

m-shirata: トレジャーオークション（リスト配信ではなくWebで行う入札式オークション）含む
7,981		26,123		38,702		37,593		85,309		89,746		114,007		61,408		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				PCリアルオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		22,765		27,426		120.5%		29,790		28,564		104.1%		95.9%		23,081		25,387		110.0%		26,515		32,844		129.4%		123.9%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				PCリアルオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		24,776		30,977		125.0%		32,650		-		-		-		19,124		30,217		158.0%		25,360		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				PCリアルオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		89,746		114,007		127.0%		114,315		61,408		53.9%		53.7%		45,846		52,813		115.2%		56,305		61,408		116.3%		109.1%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数				120		192		406		478				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ORIX BPOオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		-		-		-		-		16,448		73,581		45,808		36,981		33,182		17,246		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ORIX BPOオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		9,492		7,926		83.5%		8,080		7,701		97.2%		95.3%		9,224		8,756		94.9%		8,930		9,545		109.0%		106.9%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ORIX BPOオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		10,071		8,853		87.9%		9,020		-		-		-		8,194		7,647		93.3%		7,580		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ORIX BPOオークション				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		36,981		33,182		89.7%		33,610		17,246		52.0%		51.3%		18,716		16,682		89.1%		17,010		17,246		103.4%		101.4%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数				122		194		408		480				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				セレクトマーケット				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		-		-		14,283		27,660		8,353		20,216		6,790		4,668		6,064		21,766		65,993		19,115		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				セレクトマーケット				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		6,686		5,384		80.5%		4,480		10,065		186.9%		224.7%		1,355		10,292		759.6%		10,670		9,050		87.9%		84.8%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				セレクトマーケット				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		3,872		12,636		326.3%		7,390		-		-		-		9,853		37,681		382.4%		7,830		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				セレクトマーケット				成約台数 セイヤク ダイ スウ		非開示 ヒカイジ		台		21,766		65,993		303.2%		30,370		19,115		29.0%		62.9%		8,041		15,676		195.0%		15,150		19,115		121.9%		126.2%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約率		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約率		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約率		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_成約率				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		80.9%		61.6%		18.6%		10.5%		16.7%		37.2%		49.1%		61.4%		64.7%		43.8%		54.3%		51.5%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		58.6%		59.5%		0.9pt		57.5%		53.1%		▲6.3pt		▲4.4pt		44.3%		45.1%		0.8pt		43.8%		50.2%		5.0pt		6.3pt		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		39.8%		50.9%		11.0pt		48.0%		-		-		-		37.4%		61.6%		24.2pt		47.8%		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				中古PC全体 チュウコ ゼンタイ				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		43.8%		54.3%		10.5pt		48.7%		51.5%		▲2.8pt		2.8pt		51.0%		51.0%		0.0pt		49.4%		51.5%		0.5pt		2.1pt

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約率		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約率		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約率		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約率				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				PCリアルオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		80.9%		61.6%		42.9%		53.2%		59.4%		64.0%		80.1%		81.6%		86.0%		76.4%		77.9%		72.0%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				PCリアルオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		80.1%		82.0%		1.9pt		80.0%		67.7%		▲14.3pt		▲12.3pt		82.8%		84.6%		1.9pt		80.9%		76.3%		▲8.3pt		▲4.6pt		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				PCリアルオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		72.9%		70.0%		▲3.0pt		73.2%		-		-		-		70.4%		78.3%		7.9pt		71.7%		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				PCリアルオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		76.4%		77.9%		1.5pt		76.2%		72.0%		▲5.9pt		▲4.2pt		81.4%		83.2%		1.8pt		80.4%		72.0%		▲11.2pt		▲8.4pt

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約率		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約率		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約率		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約率				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ORIX BPOオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		-		-		-		-		-		-		87.7%		97.0%		98.1%		97.4%		98.3%		99.5%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ORIX BPOオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		98.6%		97.3%		▲1.3pt		97.3%		99.1%		1.7pt		1.7pt		98.6%		98.7%		0.1pt		98.7%		99.9%		1.2pt		1.2pt		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ORIX BPOオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		94.1%		98.9%		4.8pt		98.8%		-		-		-		98.9%		98.4%		▲0.5pt		97.7%		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ORIX BPOオークション				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		97.4%		98.3%		1.0pt		98.2%		99.5%		1.2pt		1.4pt		98.6%		98.0%		▲0.6pt		98.0%		99.5%		1.5pt		1.5pt

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約率		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約率		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約率		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約率				なし		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				セレクトマーケット				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		-		-		11.5%		6.7%		6.0%		24.1%		11.5%		7.0%		9.2%		11.8%		31.0%		21.9%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				セレクトマーケット				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		23.5%		20.0%		▲3.5pt		15.9%		27.0%		7.0pt		11.1pt		3.5%		17.3%		13.8pt		16.8%		18.1%		0.8pt		1.3pt		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				セレクトマーケット				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		7.4%		25.3%		17.9pt		15.3%		-		-		-		15.4%		49.4%		34.0pt		18.6%		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				セレクトマーケット				成約率 セイヤク リツ		非開示 ヒカイジ		%		11.8%		31.0%		19.2pt		16.7%		21.9%		▲9.1pt		5.2pt		12.0%		18.1%		6.1pt		16.5%		21.9%		3.8pt		5.4pt

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高				123		195		409		481				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		-		-		-		-		1,416		14,346		17,941		21,780		25,267		10,094		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		6,673		6,222		93.2%		-		5,786		93.0%		-		3,381		6,928		204.9%		-		4,307		62.2%		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		2,941		5,734		195.0%		-		-		-		-		8,784		6,381		72.6%		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		非開示 ヒカイジ		百万円 ヒャクマンエン		21,780		25,267		116.0%		-		10,094		39.9%		-		10,054		13,151		130.8%		-		10,094		76.8%		-

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数				124		196		410		482				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		-		-		5		25		64		118		169		196		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		非開示 ヒカイジ		会員		53		132		249.1%		-		175		132.6%		-		74		145		195.9%		-		196		135.2%		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		非開示 ヒカイジ		会員		91		157		172.5%		-		-		-		-		118		169		143.2%		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ				中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		非開示 ヒカイジ		会員		118		169		143.2%		-		196		116.0%		-		74		145		195.9%		-		196		135.2%		-

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数				129		なし		なし		なし				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				中古スマートフォン チュウコ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		-		-		-		242,064		712,686		1,101,239		1,892,125		1,494,013		740,888		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				中古スマートフォン チュウコ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		534,851		401,123		75.0%		420,000		422,143		105.2%		100.5%		387,463		380,706		98.3%		425,000		318,745		83.7%		75.0%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				中古スマートフォン チュウコ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		319,971		314,885		98.4%		525,000		-		-		-		649,840		397,299		61.1%		780,000		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				中古スマートフォン チュウコ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		1,892,125		1,494,013		79.0%		2,150,000		740,888		49.6%		34.5%		922,314		781,829		84.8%		845,000		740,888		94.8%		87.7%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数				127		200		414		486				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				KDDI				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		-		-		-		242,064		712,686		1,101,239		1,892,125		1,494,013		740,888		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				KDDI				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		534,851		401,123		75.0%		420,000		422,143		105.2%		100.5%		387,463		380,706		98.3%		425,000		318,745		83.7%		75.0%		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				KDDI				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		319,971		314,885		98.4%		375,000		-		-		-		649,840		397,299		61.1%		630,000		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				KDDI				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		1,892,125		1,494,013		79.0%		1,850,000		740,888		49.6%		40.0%		922,314		781,829		84.8%		845,000		740,888		94.8%		87.7%

		16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数				128		201		415		487				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				その他 タ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				その他 タ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				その他 タ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		150,000		-		-		-		-		-		-		150,000		-		-		-		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品／落札数 シュッピン ラクサツ スウ				その他 タ				出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台 ダイ		-		-		-		300,000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

																						セグメント別KPI　2007/12期～2018/12期																																								セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期																																												セグメント別KPI　2016/12期～2018/12期

																						通期累計実績（過去実績推移）																																								第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期																																														通期累計実績		2.0

		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー		①集計名称キー				②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ				その他情報流通セグメント タ ジョウホウ リュウツウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																								その他情報流通セグメント タ ジョウホウ リュウツウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												その他情報流通セグメント タ ジョウホウ リュウツウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク																												その他情報流通セグメント タ ジョウホウ リュウツウ																・・・網掛けは非開示項目 アミカ ヒ カイジ コウモク

		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ				16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ		18/12期 キ																				07/12期 キ		08/12期 キ		09/12期 キ		10/12期 キ		11/12期 キ		12/12期 キ		13/12期 キ		14/12期 キ		15/12期 キ		16/12期 キ		17/12期 キ		18/12期																		16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ																								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ								16/12期 キ		17/12期 キ				18/12期 キ

																																		開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		2.0														開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		1.0		1.0				1.0								2.0		2.0				2.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		3.0		3.0				3.0								4.0		4.0				4.0																				開示/非開示 カイジ ヒカイジ		単位 タンイ		通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ								2.0		2.0				2.0

		実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ				実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ						項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ				項目1 コウモク		項目2 コウモク				項目3 コウモク								実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		実績		実績		前期比 ゼンキヒ		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

																						その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ																																								その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ																																												その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ																																												その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ

		16/12期_実績_その他情報流通事業__		17/12期_実績_その他情報流通事業__		18/12期_予算_その他情報流通事業__		18/12期_実績_その他情報流通事業__				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		中古バイク チュウコ																																						その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		中古バイク チュウコ																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		中古バイク チュウコ																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		中古バイク チュウコ

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高				130		202		416		488				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				バイクオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		17,660		18,382		14,651		12,925		11,039		8,956		9,812		9,564		8,862		7,899		7,695		3,675		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				バイクオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		2,017		1,789		88.7%		-		1,755		98.1%		-		2,208		2,140		96.9%		-		1,920		89.7%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				バイクオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		2,045		2,129		104.1%		-		-		-		-		1,626		1,635		100.6%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				バイクオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		7,899		7,695		97.4%		-		3,675		47.8%		-		4,226		3,930		93.0%		-		3,675		93.5%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_会員数合計		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_会員数合計		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_会員数合計		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_会員数合計				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		2,298		2,352		2,567		2,736		4,001		4,053		4,134		4,309		4,317		4,371		4,532		4,572		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		4,310		4,377		101.6%		-		4,542		103.8%		-		4,327		4,438		102.6%		-		4,572		103.0%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		4,334		4,500		103.8%		-		-		-		-		4,371		4,532		103.7%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		4,371		4,532		103.7%		-		4,572		100.9%		-		4,327		4,438		102.6%		-		4,572		103.0%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員				131		203		417		489				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				プレミアム会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		1,044		961		909		870		842		794		755		738		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				プレミアム会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		824		778		94.4%		-		746		95.9%		-		817		765		93.6%		-		738		96.5%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				プレミアム会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		805		755		93.8%		-		-		-		-		794		755		95.1%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				プレミアム会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		794		755		95.1%		-		738		97.7%		-		817		765		93.6%		-		738		96.5%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員				132		204		418		490				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				レギュラー会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		773		689		636		583		552		522		476		455		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				レギュラー会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		540		508		94.1%		-		463		91.1%		-		532		495		93.0%		-		455		91.9%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				レギュラー会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		528		484		91.7%		-		-		-		-		522		476		91.2%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				レギュラー会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		522		476		91.2%		-		455		95.6%		-		532		495		93.0%		-		455		91.9%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員				133		205		419		491				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				トライ会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		302		317		334		354		356		332		347		348		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				トライ会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		351		333		94.9%		-		348		104.5%		-		347		339		97.7%		-		348		102.7%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				トライ会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		338		342		101.2%		-		-		-		-		332		347		104.5%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				トライ会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		332		347		104.5%		-		348		100.3%		-		347		339		97.7%		-		348		102.7%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員				134		206		420		492				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				スタート会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		416		559		630		734		837		913		1,035		1,074		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				スタート会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		852		925		108.6%		-		1,050		113.5%		-		873		973		111.5%		-		1,074		110.4%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				スタート会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		889		1,007		113.3%		-		-		-		-		913		1,035		113.4%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				スタート会員 カイイン		非開示 ヒカイジ		会員		913		1,035		113.4%		-		1,074		103.8%		-		873		973		111.5%		-		1,074		110.4%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員				135		207		421		493				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				準会員 ジュンカイイン		非開示 ヒカイジ		会員		-		-		-		-		1,466		1,527		1,625		1,768		1,730		1,810		1,919		1,957		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				準会員 ジュンカイイン		非開示 ヒカイジ		会員		1,743		1,833		105.2%		-		1,935		105.6%		-		1,758		1,866		106.1%		-		1,957		104.9%		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				準会員 ジュンカイイン		非開示 ヒカイジ		会員		1,774		1,912		107.8%		-		-		-		-		1,810		1,919		106.0%		-		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				バイクオークション				準会員 ジュンカイイン		非開示 ヒカイジ		会員		1,810		1,919		106.0%		-		1,957		102.0%		-		1,758		1,866		106.1%		-		1,957		104.9%		-

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数				136		208		422		494				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		91,982		100,113		103,898		84,620		78,728		65,623		66,877		70,048		63,568		63,324		63,912		31,634		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		14,437		14,173		98.2%		15,100		14,242		100.5%		94.3%		16,974		16,292		96.0%		16,500		17,392		106.8%		105.4%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		16,670		17,386		104.3%		16,600		-		-		-		15,243		16,061		105.4%		17,500		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		開示 カイジ		台		63,324		63,912		100.9%		65,700		31,634		49.5%		48.1%		31,411		30,465		97.0%		31,600		31,634		103.8%		100.1%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数				137		209		423		495				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		85,601		93,573		96,515		78,019		72,478		62,622		63,240		65,328		59,532		59,321		60,506		30,178		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		13,609		13,396		98.4%		14,194		13,614		101.6%		95.9%		15,990		15,303		95.7%		15,510		16,564		108.2%		106.8%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		15,465		16,465		106.5%		15,604		-		-		-		14,257		15,342		107.6%		16,450		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン カズ				バイクオークション				純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		59,321		60,506		102.0%		61,758		30,178		49.9%		48.9%		29,599		28,699		97.0%		29,704		30,178		105.2%		101.6%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数				138		210		424		496				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				バイクオークション				成約台数 セイヤク ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		62,300		65,898		59,651		49,642		46,043		37,740		37,520		35,320		31,949		29,733		29,083		13,329		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				バイクオークション				成約台数 セイヤク ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		7,523		6,864		91.2%		7,881		6,239		90.9%		79.2%		8,274		8,104		97.9%		8,839		7,090		87.5%		80.2%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				バイクオークション				成約台数 セイヤク ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		7,426		7,628		102.7%		7,937		-		-		-		6,510		6,487		99.6%		7,631		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				バイクオークション				成約台数 セイヤク ダイスウ		非開示 ヒカイジ		台		29,733		29,083		97.8%		32,288		13,329		45.8%		41.3%		15,797		14,968		94.8%		16,720		13,329		89.0%		79.7%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約率		17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約率		18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_成約率		18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約率				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				バイクオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		72.8%		70.4%		61.8%		63.6%		63.5%		60.3%		59.3%		54.1%		53.7%		50.1%		48.1%		44.2%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				バイクオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		55.3%		51.2%		▲4.0pt		55.5%		45.8%		▲5.4pt		▲9.7pt		51.7%		53.0%		1.2pt		57.0%		42.8%		▲10.2pt		▲14.2pt		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				バイクオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		48.0%		46.3%		▲1.7pt		50.9%		-		-		-		45.7%		42.3%		▲3.4pt		46.4%		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				バイクオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		50.1%		48.1%		▲2.1pt		52.3%		44.2%		▲3.9pt		▲8.1pt		53.4%		52.2%		▲1.2pt		56.3%		44.2%		▲8.0pt		▲12.1pt

		16/12期_実績_その他情報流通事業__		17/12期_実績_その他情報流通事業__		18/12期_予算_その他情報流通事業__		18/12期_実績_その他情報流通事業__				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		花き（切花・鉢物） カ																																						その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		花き（切花・鉢物） カ																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		花き（切花・鉢物） カ																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		花き（切花・鉢物） カ

		16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高				139		211		425		497				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				花きオークション カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		5,330		5,681		6,245		7,014		6,230		6,890		6,900		6,689		6,736		6,925		6,544		2,989		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				花きオークション カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		1,799		1,675		93.1%		1,729		1,684		100.5%		97.4%		1,495		1,354		90.6%		1,421		1,304		96.3%		91.8%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				花きオークション カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		1,742		1,725		99.0%		1,810		-		-		-		1,887		1,789		94.8%		1,897		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				花きオークション カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		6,925		6,544		94.5%		6,859		2,989		45.7%		43.6%		3,295		3,029		91.9%		3,151		2,989		98.7%		94.9%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_会員数合計		17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_会員数合計		18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_会員数合計		18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_会員数合計				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		2,432		2,478		2,969		3,155		3,330		3,442		3,631		3,689		3,788		4,022		4,114		4,225		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		3,804		4,044		106.3%		4,140		4,143		102.4%		100.1%		3,869		4,096		105.9%		4,180		4,225		103.1%		101.1%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		3,902		4,112		105.4%		4,214		-		-		-		4,022		4,114		102.3%		4,244		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		4,022		4,114		102.3%		4,244		4,225		102.7%		99.6%		3,869		4,096		105.9%		4,180		4,225		103.1%		101.1%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数				140		212		426		498				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		837		918		957		979		971		974		994		935		957		1,099		1,081		1,085		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		951		1,101		115.8%		1,088		1,087		98.7%		99.9%		985		1,096		111.3%		1,102		1,085		99.0%		98.5%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		997		1,096		109.9%		1,114		-		-		-		1,099		1,081		98.4%		1,121		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		1,099		1,081		98.4%		1,121		1,085		100.4%		96.8%		985		1,096		111.3%		1,102		1,085		99.0%		98.5%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数				141		213		427		499				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		1,595		1,560		2,012		2,176		2,359		2,468		2,637		2,754		2,831		2,923		3,033		3,140		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		2,853		2,943		103.2%		3,052		3,056		103.8%		100.1%		2,884		3,000		104.0%		3,078		3,140		104.7%		102.0%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		2,905		3,016		103.8%		3,100		-		-		-		2,923		3,033		103.8%		3,123		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				花きオークション カ				生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		開示 カイジ		会員		2,923		3,033		103.8%		3,123		3,140		103.5%		100.5%		2,884		3,000		104.0%		3,078		3,140		104.7%		102.0%

		16/12期_実績_その他情報流通事業__		17/12期_実績_その他情報流通事業__		18/12期_予算_その他情報流通事業__		18/12期_実績_その他情報流通事業__				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		ブランド品 ヒン																																						その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		ブランド品 ヒン																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		ブランド品 ヒン																																										その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		ブランド品 ヒン

		16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高				142		214		428		500				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ブランドオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		-		-		1,364		3,055		4,323		5,354		7,210		8,104		8,499		7,871		8,924		4,943		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ブランドオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		2,087		2,050		98.2%		2,126		2,409		117.5%		113.3%		2,032		2,250		110.7%		2,365		2,534		112.6%		107.1%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ブランドオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		1,758		2,188		124.5%		2,304		-		-		-		1,993		2,435		122.2%		2,590		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ				ブランドオークション				取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		7,871		8,924		113.4%		9,387		4,943		55.4%		52.7%		4,119		4,300		104.4%		4,491		4,943		114.9%		110.1%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数				143		215		429		501				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				ブランドオークション				会員数 カイインスウ		開示 カイジ		会員		-		-		269		512		689		856		983		1,151		1,326		1,436		1,545		1,617		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				ブランドオークション				会員数 カイインスウ		開示 カイジ		会員		1,356		1,508		111.2%		1,570		1,570		104.1%		100.0%		1,383		1,530		110.6%		1,600		1,617		105.7%		101.1%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				ブランドオークション				会員数 カイインスウ		開示 カイジ		会員		1,418		1,540		108.6%		1,631		-		-		-		1,436		1,545		107.6%		1,662		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		会員数 カイインスウ				ブランドオークション				会員数 カイインスウ		開示 カイジ		会員		1,436		1,545		107.6%		1,662		1,617		104.7%		97.3%		1,383		1,530		110.6%		1,600		1,617		105.7%		101.1%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数				144		216		430		502				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン スウ				ブランドオークション				出品数 シュッピン カズ		開示 カイジ		点 テン		-		-		52,320		110,559		149,894		165,600		201,853		249,797		324,623		341,482		374,089		206,400		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン スウ				ブランドオークション				出品数 シュッピン カズ		開示 カイジ		点 テン		84,207		82,153		97.6%		90,600		98,756		120.2%		109.0%		87,217		95,234		109.2%		100,800		107,644		113.0%		106.8%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン スウ				ブランドオークション				出品数 シュッピン カズ		開示 カイジ		点 テン		81,898		95,646		116.8%		98,200		-		-		-		88,160		101,056		114.6%		110,400		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		出品数 シュッピン スウ				ブランドオークション				出品数 シュッピン カズ		開示 カイジ		点 テン		341,482		374,089		109.5%		400,000		206,400		55.2%		51.6%		171,424		177,387		103.5%		191,400		206,400		116.4%		107.8%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数				145		217		431		503				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ブランドオークション				成約数 セイヤク カズ		非開示 ヒカイジ		点 テン		-		-		37,722		77,424		115,905		129,771		161,286		192,323		246,487		260,007		287,668		155,247		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ブランドオークション				成約数 セイヤク カズ		非開示 ヒカイジ		点 テン		65,309		66,224		101.4%		70,668		74,208		112.1%		105.0%		67,747		74,082		109.4%		78,624		81,039		109.4%		103.1%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ブランドオークション				成約数 セイヤク カズ		非開示 ヒカイジ		点 テン		60,037		72,004		119.9%		76,596		-		-		-		66,914		75,358		112.6%		86,112		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ				ブランドオークション				成約数 セイヤク カズ		非開示 ヒカイジ		点 テン		260,007		287,668		110.6%		312,000		155,247		54.0%		49.8%		133,056		140,306		105.4%		149,292		155,247		110.6%		104.0%

		16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約率		17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約率		18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約率		18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約率				なし		なし		なし		なし				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ブランドオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		-		-		72.1%		70.0%		77.3%		78.4%		79.9%		77.0%		75.9%		76.1%		76.9%		75.2%		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ブランドオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		77.6%		80.6%		3.1pt		78.0%		75.1%		▲5.5pt		▲2.9pt		77.7%		77.8%		0.1pt		78.0%		75.3%		▲2.5pt		▲2.7pt		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ブランドオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		73.3%		75.3%		2.0pt		78.0%		-		-		-		75.9%		74.6%		▲1.3pt		78.0%		-		-		-		その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		成約率 セイヤク リツ				ブランドオークション				成約率 セイヤク リツ		開示 カイジ		%		76.1%		76.9%		0.8pt		78.0%		75.2%		▲1.7pt		▲2.8pt		77.6%		79.1%		1.5pt		78.0%		75.2%		▲3.9pt		▲2.8pt

																						全セグメント合計 ゼン ゴウケイ										取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		142,578		103,785		83,204		77,757		59,974		57,017		63,644		61,829		367,820		345,300		370,403		201,890		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ										取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		92,731		97,459		105.1%		-		103,613		106.3%		-		80,480		90,471		112.4%		-		98,276		108.6%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ										取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		82,361		92,278		112.0%		-		-		-		-		89,720		90,187		100.5%		-		-		-		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ										取扱高 トリアツカイ ダカ		開示 カイジ		百万円 ヒャクマンエン		345,300		370,403		107.3%		-		201,890		54.5%		-		173,214		187,933		108.5%		-		201,890		107.4%		-

																																会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		18,414		18,511		28,728		24,934		23,472		24,064		24,816		25,337		25,897		24,578		25,093		25,310												会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		26,005		24,663		94.8%		-		25,124		101.9%		-		24,290		24,940		102.7%		-		25,310		101.5%		-												会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		24,411		25,057		102.6%		-		-		-		-		24,578		25,093		102.1%		-		-		-		-												会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		開示 カイジ		会員		24,578		25,093		102.1%		-		25,310		100.9%		-		24,290		24,940		102.7%		-		25,310		101.5%		-





※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数



KPI_詳細

				①集計名称キー		②集計行番号 シュウケイ ギョウ バンゴウ		セグメント		項目1 コウモク		項目2 コウモク		項目3 コウモク		年 ネン		予/実 ヨ ジツ		単位 タンイ		1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		8.0		9.0		10.0		11.0		12.0		12.0		1.0		2.0		3.0		4.0		2.0		3.0		備考 ビコウ

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_開催回数		2		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		回 カイ		4.0		4.0		5.0		4.0		3.0		5.0		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		4.0		50.0		13.0		12.0		12.0		13.0		25		37

				15/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		3		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		4		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		5		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		6		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		7		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		8		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		9		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,571		4,556		4,525		4,512		4,489		4,476		4,484		4,458		4,440		4,427		4,411		4,401		4,401		4,525		4,476		4,440		4,401		4,476		4,440		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		10		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		5,480		6,005		8,399		6,284		4,469		8,896		4,456		4,399		5,899		5,125		7,113		3,652		70,177		19,884		19,649		14,754		15,890		39,533		54,287

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		11		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		5,113		5,668		7,895		5,935		4,231		8,434		4,200		4,131		5,566		4,839		6,766		3,425		66,203		18,676		18,600		13,897		15,030		37,276		51,173

				15/12期_実績_四輪事業_VALUE_総出品台数		12		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_VALUE_純出品台数		13		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_百烈商談_総出品台数		14		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_百烈商談_純出品台数		15		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		16		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,255		1,273		1,677		1,496		1,094		2,200		1,242		1,256		1,470		1,457		1,656		886		16,962		4,205		4,790		3,968		3,999		8,995		12,963

				15/12期_実績_四輪事業_VALUE_成約台数		17		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		18		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,172		1,182		1,337		1,123		1,099		1,362		1,318		1,129		1,146		1,207		927		945		13,947		3,691		3,584		3,593		3,079		7,275		10,868

				15/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		19		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		119		109		97		68		102		81		100		121		91		80		69		63		1,100		325		251		312		212		576		888

				15/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		20		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		21		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット.jp利用料15,000円/月

				15/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		22		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				15/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		23		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		24		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				15/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		25		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		26		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,856		3,848		3,832		3,807		3,775		3,775		3,778		3,764		3,743		3,737		3,729		3,711		3,711		3,832		3,775		3,743		3,711		3,775		3,743		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		27		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		28		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2,679		2,670		2,680		2,669		2,673		2,676		2,683		2,686		2,681		2,650		2,638		2,654		2,654		2,680		2,676		2,681		2,654		2,676		2,681		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		29		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		345,021		374,901		448,527		471,675		339,441		370,232		385,182		297,609		361,461		421,025		375,869		342,401		4,533,344		1,168,449		1,181,348		1,044,252		1,139,295		2,349,797		3,394,049

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		30		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		25,798		26,493		31,122		26,442		21,132		23,573		23,931		19,229		23,351		24,232		21,894		18,603		285,800		83,413		71,147		66,511		64,729		154,560		221,071

				15/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		31		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		203,344		227,203		266,168		253,175		189,616		213,254		220,700		174,057		207,294		239,902		210,038		186,250		2,591,001		696,715		656,045		602,051		636,190		1,352,760		1,954,811

				15/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		32		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		33		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		8,678		8,717		8,781		8,815		8,840		8,860		8,872		8,873		8,908		8,912		8,950		8,946		8,946		8,781		8,860		8,908		8,946		8,860		8,908		アイオーク利用料6,800円/月


				15/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		34		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		5,057		5,044		5,035		4,994		4,978		4,959		4,961		4,929		4,905		4,923		4,913		4,909		4,909		5,035		4,959		4,905		4,909		4,959		4,905		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				15/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		35		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		5,057		5,044		5,035		4,994		4,978		4,959		4,961		4,929		4,905		4,923		4,913		4,909		4,909		5,035		4,959		4,905		4,909		4,959		4,905		準会員月額無料

				15/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		36		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		8,683		9,176		9,881		10,038		8,293		9,048		9,045		7,473		8,702		9,268		8,371		6,891		104,869		27,740		27,379		25,220		24,530		55,119		80,339

				15/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		37		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		355,324		400,754		486,277		440,919		333,776		373,877		387,112		297,211		373,852		420,184		363,339		324,893		4,557,518		1,242,355		1,148,572		1,058,175		1,108,416		2,390,927		3,449,102

				15/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		38		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		17,159		17,393		19,061		19,294		16,198		18,110		17,603		13,576		16,694		18,492		16,127		15,630		205,337		53,613		53,602		47,873		50,249		107,215		155,088

				15/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		39		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,201		3,499		4,052		5,649		3,842		4,029		6,275		3,192		3,557		5,506		3,697		3,354		49,853		10,752		13,520		13,024		12,557		24,272		37,296

				15/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		40		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		9,979		10,608		11,720		11,701		9,867		11,593		12,983		10,182		13,673		14,094		13,233		13,932		143,565		32,307		33,161		36,838		41,259		65,468		102,306

				15/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		41		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		20,794		23,651		34,025		25,493		16,716		23,085		22,840		21,023		24,922		27,431		28,648		22,370		290,998		78,470		65,294		68,785		78,449		143,764		212,549

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		42		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		909,688,000		1,304,031,000		2,076,507,000		1,683,329,000		675,860,000		847,072,000		1,822,964,000		1,291,342,000		856,599,000		2,515,071,000		3,217,540,000		741,379,000		17,941,382,000		4,290,226,000		3,206,261,000		3,970,905,000		6,473,990,000		7,496,487,000		11,467,392,000

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		43		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		44		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		234		243		252		256		258		242		247		239		243		229		225		224		224		252		242		243		224		242		243		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		45		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		7,460		10,210		13,391		8,447		6,668		8,740		8,493		5,074		6,506		9,093		8,166		6,976		99,224		31,061		23,855		20,073		24,235		54,916		74,989

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		46		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		5,649		8,330		11,884		6,960		6,017		7,873		7,855		5,013		5,758		7,983		6,372		5,615		85,309		25,863		20,850		18,626		19,970		46,713		65,339

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		47		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,529		3,190		3,139		4,228		3,956		5,114		4,638		3,951		4,010		4,614		3,646		3,677		46,692		8,858		13,298		12,599		11,937		22,156		34,755

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		48		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,356		3,190		3,103		4,213		3,835		4,961		4,575		3,762		3,976		4,587		3,575		3,675		45,808		8,649		13,009		12,313		11,837		21,658		33,971

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		49		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,849		2,819		7,912		6,821		4,480		4,961		7,249		5,791		3,187		4,230		5,964		7,817		66,080		15,580		16,262		16,227		18,011		31,842		48,069

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		50		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		443		182		477		444		638		245		1,174		711		141		275		1,134		200		6,064		1,102		1,327		2,026		1,609		2,429		4,455

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		51		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		909,688,000		1,304,031,000		2,076,507,000		1,683,329,000		675,860,000		847,072,000		1,822,964,000		1,291,342,000		856,599,000		2,515,071,000		3,217,540,000		741,379,000		17,941,382,000		4,290,226,000		3,206,261,000		3,970,905,000		6,473,990,000		7,496,487,000		11,467,392,000		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		52		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		53		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		54		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		189,157,107		430,945,883		275,703,258		570,850,602		202,578,806		243,206,022		435,765,197		397,449,160		210,300,954		560,797,608		561,184,111		188,787,462		4,266,726,170		895,806,248		1,016,635,430		1,043,515,311		1,310,769,181		1,912,441,678		2,955,956,989

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		55		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		69,369		71,756		112,572		119,127		58,536		69,554		75,060		80,522		87,072		297,469		185,206		170,352		1,396,595		253,697		247,217		242,654		653,027		500,914		743,568

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		56		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		76,864		46,980		112,528		118,093		42,901		53,931		103,807		74,378		52,455		178,914		188,226		52,162		1,101,239		236,372		214,925		230,640		419,302		451,297		681,937

				15/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		57		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		58		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		59		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		60		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		61		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		62		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		63		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		64		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,053		4,253		4,990		7,198		4,771		5,051		8,002		4,033		4,616		7,194		4,899		4,508		63,568		13,296		17,020		16,651		16,601		30,316		46,967

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		65		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,771		3,954		4,725		6,830		4,466		4,752		7,455		3,743		4,304		6,710		4,608		4,214		59,532		12,450		16,048		15,502		15,532		28,498		44,000

				15/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		66		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,143		2,410		2,955		3,819		2,550		2,708		3,546		2,072		2,348		3,135		2,280		1,983		31,949		7,508		9,077		7,966		7,398		16,585		24,551

				15/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		67		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		475,225,000		500,500,000		876,775,000		513,486,000		558,788,000		440,965,000		480,420,000		688,705,000		623,514,000		482,537,000		414,027,000		723,283,000		6,778,225,000		1,852,500,000		1,513,239,000		1,792,639,000		1,619,847,000		3,365,739,000		5,158,378,000		切花+鉢物+その他（周辺ビジネス）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ シュウヘン トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


				15/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		68		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		930		932		937		943		947		948		950		946		949		950		953		957		957		937		948		949		957		948		949

				15/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		69		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2,758		2,761		2,775		2,785		2,791		2,797		2,804		2,810		2,817		2,827		2,828		2,831		2,831		2,775		2,797		2,817		2,831		2,797		2,817

				15/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		70		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		626,273,000		709,383,000		821,323,000		702,607,000		677,195,000		893,086,000		680,964,000		511,913,000		744,817,000		691,099,000		716,064,000		724,676,000		8,499,400,000		2,156,979,000		2,272,888,000		1,937,694,000		2,131,839,000		4,429,867,000		6,367,561,000

				15/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		71		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,155		1,176		1,192		1,218		1,234		1,256		1,262		1,278		1,301		1,301		1,314		1,326		1,326		1,192		1,256		1,301		1,326		1,256		1,301		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				15/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		72		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		22,755		24,363		31,448		25,472		25,358		31,696		26,113		21,030		30,065		26,611		28,763		30,949		324,623		78,566		82,526		77,208		86,323		161,092		238,300

				15/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		73		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		17,080		19,135		23,354		19,558		19,037		24,225		19,434		15,960		22,833		20,845		22,234		22,792		246,487		59,569		62,820		58,227		65,871		122,389		180,616

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_開催回数		74		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		回 カイ		3.0		5.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		4.0		4.0		49.0		12.0		12.0		12.0		13.0		24		36

				16/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		75		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		23,528,551,000		26,899,926,000		29,475,739,000		23,614,701,000		22,344,525,000		25,171,717,000		25,597,579,000		21,859,119,000		26,123,561,000		26,485,989,000		26,660,346,000		21,951,100,000		299,712,853,000		79,904,216,000		71,130,943,000		73,580,259,000		75,097,435,000		151,035,159,000		224,615,418,000

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		76		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,232,344,000		1,880,816,000		1,373,353,000		1,271,722,000		1,523,680,000		1,714,165,000		1,526,185,000		1,416,900,000		1,801,489,000		1,928,625,000		1,677,007,000		1,261,424,000		18,607,710,000		4,486,513,000		4,509,567,000		4,744,574,000		4,867,056,000		8,996,080,000		13,740,654,000

				16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		77		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,472,518,000		1,767,027,000		1,561,604,000		1,327,669,000		1,582,063,000		1,904,201,000		1,715,252,000		1,480,142,000		1,705,139,000		1,636,500,000		1,541,986,000		1,535,937,000		19,230,038,000		4,801,149,000		4,813,933,000		4,900,533,000		4,714,423,000		9,615,082,000		14,515,615,000

				16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		78		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,384,699,000		1,656,526,000		1,470,531,000		1,233,219,000		1,421,186,000		1,762,058,000		1,553,534,000		1,358,667,000		1,582,586,000		1,508,297,000		1,411,156,000		1,408,873,000		17,751,332,000		4,511,756,000		4,416,463,000		4,494,787,000		4,328,326,000		8,928,219,000		13,423,006,000

				16/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		79		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		81,754,000		110,501,000		72,024,000		65,092,000		90,883,000		115,656,000		81,035,000		91,015,000		85,836,000		70,516,000		119,408,000		101,786,000		1,085,506,000		264,279,000		271,631,000		257,886,000		291,710,000		535,910,000		793,796,000

				16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		80		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		6,065,000		0		19,049,000		29,358,000		69,994,000		26,487,000		80,683,000		30,460,000		36,717,000		57,687,000		11,422,000		25,278,000		393,200,000		25,114,000		125,839,000		147,860,000		94,387,000		150,953,000		298,813,000

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		81		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,379		4,404		4,394		4,389		4,370		4,385		4,401		4,394		4,403		4,413		4,406		4,414		4,414		4,394		4,385		4,403		4,414		4,385		4,403		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		82		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,883		6,085		5,458		4,927		4,436		5,200		3,961		4,012		5,145		5,665		5,187		3,689		57,648		15,426		14,563		13,118		14,541		29,989		43,107

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		83		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,656		5,752		5,134		4,618		4,153		4,798		3,762		3,749		4,709		5,243		4,786		3,440		53,800		14,542		13,569		12,220		13,469		28,111		40,331

				16/12期_実績_四輪事業_VALUE_総出品台数		84		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,385		3,717		3,015		2,589		2,407		3,150		2,242		2,209		2,922		3,192		2,799		1,589		32,216		9,117		8,146		7,373		7,580		17,263		24,636

				16/12期_実績_四輪事業_VALUE_純出品台数		85		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,281		3,549		2,898		2,458		2,297		2,961		2,242		2,209		2,922		3,192		2,799		1,589		31,397		8,728		7,716		7,373		7,580		16,444		23,817

				16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_総出品台数		86		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		15		0		73		61		102		139		179		114		198		173		126		70		1,250		88		302		491		369		390		881

				16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_純出品台数		87		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		15		0		73		59		95		125		166		108		177		149		118		64		1,149		88		279		451		331		367		818

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		88		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,131		1,528		1,354		1,241		1,291		1,485		1,391		1,228		1,487		1,718		1,372		927		16,153		4,013		4,017		4,106		4,017		8,030		12,136

				16/12期_実績_四輪事業_VALUE_成約台数		89		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		988		1,346		1,154		1,030		1,087		1,283		1,205		1,058		1,264		1,507		1,174		666		13,762		3,488		3,400		3,527		3,347		6,888		10,415

				16/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		90		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		931		1,050		953		807		871		1,006		953		795		945		829		811		752		10,703		2,934		2,684		2,693		2,392		5,618		8,311

				16/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		91		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		53		73		51		50		61		76		63		54		65		54		57		70		727		177		187		182		181		364		546

				16/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		92		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		11		0		10		31		41		28		68		27		25		34		9		16		300		21		100		120		59		121		241

				16/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		93		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		13		13		13		17		17		17		16		16		16		14		14		14		14		13		17		16		14		17		16		オークネット.jp利用料15,000円/月

				16/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		94		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		149		149		149		154		154		154		146		146		146		145		145		145		145		149		154		146		145		154		146		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				16/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		95		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		11		11		11		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		11		10		10		10		10		10

				16/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		96		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		4		4		4		3		4		4		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				16/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		97		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3		2		2		2		2		3		4		4		5		5		5		5		5		2		3		5		5		3		5		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		98		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,701		3,692		3,682		3,671		3,665		3,663		3,685		3,671		3,692		3,685		3,679		3,697		3,697		3,682		3,663		3,692		3,697		3,663		3,692		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		99		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		14,730,981,000		16,303,155,000		18,767,488,000		14,363,071,000		13,385,228,000		15,188,521,000		15,817,502,000		13,711,505,000		15,912,312,000		16,241,384,000		16,593,078,000

m-shirata: 17,199,273,000に修正されているが中間決算説明会では17,460,538,000で発表済み		13,393,932,000

m-shirata: 13,822,093,000に修正されているが中間決算説明会では13,393,932,000で発表済み		184,408,157,000		49,801,624,000		42,936,820,000		45,441,319,000		46,228,394,000		92,738,444,000		138,179,763,000

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		100		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2,627		2,622		2,628		2,584		2,585		736		732		730		728		724		713		707		707		2,628		736		728		707		736		728		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		101		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		341,991		391,372		496,021		458,632		331,419		379,556		378,577		317,954		375,525		400,307		400,391		348,515		4,620,260		1,229,384		1,169,607		1,072,056		1,149,213		2,398,991		3,471,047

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		102		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		19,713		22,529		27,826		21,671		18,268		21,327		21,837		19,689		22,579		23,340		23,388		19,416		261,583		70,068		61,266		64,105		66,144		131,334		195,439

				16/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		103		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		189,612		223,113		279,012		241,694		187,207		215,751		216,607		185,081		222,163		232,432		229,556		196,591		2,618,819		691,737		644,652		623,851		658,579		1,336,389		1,960,240

				16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		104		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		6,092,708,000		6,948,928,000		7,773,294,000		6,652,239,000		5,853,554,000		6,364,830,000		6,538,640,000		5,250,572,000		6,704,621,000		6,679,480,000		6,848,275,000		5,759,807,000		77,466,948,000		20,814,930,000		18,870,623,000		18,493,833,000		19,287,562,000		39,685,553,000		58,179,386,000

				16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		105		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		8,952		9,027		9,051		9,075		9,080		9,097		9,097		9,107		9,107		9,108		9,087		9,094		9,094		9,051		9,097		9,107		9,094		9,097		9,107		アイオーク利用料6,800円/月


				16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		106		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,910		4,900		4,876		4,884		4,879		4,897		4,915		4,892		4,918		4,924		4,914		4,938		4,938		4,876		4,897		4,918		4,938		4,897		4,918		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		107		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,910		4,900		4,876		4,884		4,879		4,897		4,915		4,892		4,918		4,924		4,914		4,938		4,938		4,876		4,897		4,918		4,938		4,897		4,918		準会員月額無料

				16/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		108		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		7,976		9,156		10,464		9,284		8,014		8,965		8,957		7,401		8,875		8,889		9,020		7,491		104,492		27,596		26,263		25,233		25,400		53,859		79,092

				16/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		109		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		336,831		392,209		493,904		474,029		324,089		375,182		370,138		303,566		387,005		385,393		388,603		280,841

m-shirata: 差額調整
4月420,825だが異なる数値が入力されており半期では開示済みのため12月で調整。		4,511,790		1,222,944		1,173,300		1,060,709		1,054,837		2,396,244		3,456,953

				16/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		110		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		14,793		16,710		17,682		16,290		13,855		15,878		15,731		14,237		16,496		17,306		16,823		16,205		192,006		49,185		46,023		46,464		50,334		95,208		141,672

				16/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		111		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,122		3,277		4,969		5,222		3,467		4,495		5,572		2,838		4,502		4,629		3,540		3,565		49,198		11,368		13,184		12,912		11,734		24,552		37,464

				16/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		112		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		13,399		15,257		16,524		15,881		13,953		16,378		15,725		14,300		16,674		16,694		19,507		19,783		194,075		45,180		46,212		46,699		55,984		91,392		138,091

				16/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		113		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		19,155		27,721		32,683		27,211		21,853		22,731		23,094		21,294		23,456		29,390		25,566		24,411		298,565		79,559		71,795		67,844		79,367		151,354		219,198

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		114		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		2,174,351,050		2,359,756,510		2,390,648,150		942,203,950		1,387,652,650		1,285,182,800		1,301,898,372		968,022,506		967,029,050		2,632,457,988		3,547,605,650		2,936,982,325		22,893,791,001		6,924,755,710		3,615,039,400		3,236,949,928		9,117,045,963		10,539,795,110		13,776,745,038

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		115		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		93,273,050		71,199,510		87,229,150		77,854,950		78,867,650		76,727,800		106,008,372		93,285,506		96,494,050		97,431,988		104,481,650		130,757,325		1,113,611,001		251,701,710		233,450,400		295,787,928		332,670,963		485,152,110		780,940,038		PCリアル・ORIX BPO・ORIXサーバー・セレクトマーケット

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		116		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		227		225		230		230		228		231		240		252		247		251		255		239		239		230		231		247		239		231		247		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		117		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		10,180		8,676		9,574		8,975		9,537		9,377		12,229		8,980		12,754		10,122		9,100		7,942		117,446		28,430		27,889		33,963		27,164		56,319		90,282

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		118		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		8,208		6,195		8,362		7,307		8,037		7,737		9,597		6,235		8,944		6,940		6,892		5,292		89,746		22,765		23,081		24,776		19,124		45,846		70,622

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		119		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,546		2,812		3,266		4,112		2,828		2,414		4,018		2,940		3,750		2,670		4,068		1,547		37,971		9,624		9,354		10,708		8,285		18,978		29,686

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		120		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,509		2,807		3,176		4,060		2,768		2,396		3,494		2,902		3,675		2,636		4,067		1,491		36,981		9,492		9,224		10,071		8,194		18,716		28,787

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		121		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		6,561		10,406		11,472		5,618		23,000		10,050		14,117		18,124		20,348		14,398		9,394		40,202		183,690		28,439		38,668		52,589		63,994		67,107		119,696

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		122		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,076		733		1,877		566		354		435		779		2,011		1,082		1,124		2,812		5,917		21,766		6,686		1,355		3,872		9,853		8,041		11,913

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		123		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		2,081,078,000		2,288,557,000		2,303,419,000		864,349,000		1,308,785,000		1,208,455,000		1,195,890,000		874,737,000		870,535,000		2,535,026,000		3,443,124,000		2,806,225,000		21,780,180,000		6,673,054,000		3,381,589,000		2,941,162,000		8,784,375,000		10,054,643,000		12,995,805,000		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		124		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		46		51		53		59		61		74		80		83		91		97		109		118		118		53		74		91		118		74		91

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		125		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		126		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		461,572,562		579,010,404		522,111,463		258,050,115		332,803,995		480,615,847		355,595,765		251,313,534		270,227,946		500,307,853		715,073,138		490,684,508		5,217,367,130		1,562,694,429		1,071,469,957		877,137,245		1,706,065,499		2,634,164,386		3,511,301,631

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		127		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		222,393		185,018		127,440		140,256		122,580		124,627		81,072		85,879		153,020		290,424		203,320		156,096		1,892,125		534,851		387,463		319,971		649,840		922,314		1,242,285

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		128		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				16/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数		129		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古スマートフォン チュウコ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		156,192		182,017		247,474		101,544		107,755		107,362		93,284		70,358		77,101		132,978		206,551		159,955		1,642,571		585,683		316,661		240,743		499,484		902,344		1,143,087

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		130		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		579,670,000		588,799,000		849,017,000		784,875,000		640,757,000		783,242,000		833,587,000		470,015,000		742,357,000		584,440,000		500,836,000		541,664,000		7,899,259,000		2,017,486,000		2,208,874,000		2,045,959,000		1,626,940,000		4,226,360,000		6,272,319,000

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		131		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		834		833		824		823		819		817		812		806		805		801		798		794		794		824		817		805		794		817		805

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		132		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		546		543		540		534		534		532		530		530		528		523		522		522		522		540		532		528		522		532		528

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		133		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		356		351		351		349		347		347		340		339		338		337		335		332		332		351		347		338		332		347		338

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		134		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		848		850		852		859		870		873		883		886		889		892		899		913		913		852		873		889		913		873		889

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		135		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,742		1,747		1,743		1,752		1,759		1,758		1,767		1,771		1,774		1,787		1,797		1,810		1,810		1,743		1,758		1,774		1,810		1,758		1,774

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		136		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,984		4,197		6,256		6,846		4,438		5,690		7,157		3,542		5,971		6,074		4,608		4,561		63,324		14,437		16,974		16,670		15,243		31,411		48,081

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		137		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,791		3,881		5,937		6,414		4,239		5,337		6,650		3,263		5,552		5,670		4,303		4,284		59,321		13,609		15,990		15,465		14,257		29,599		45,064

				16/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		138		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,079		2,158		3,286		2,979		2,307		2,988		3,022		1,663		2,741		2,343		2,055		2,112		29,733		7,523		8,274		7,426		6,510		15,797		23,223

				16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		139		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		392,098,069		532,536,372		874,699,592		545,085,364		530,858,227		419,889,686		452,894,747		683,456,534		606,406,852		604,155,700		507,723,930		775,585,621		6,925,390,694		1,799,334,033		1,495,833,277		1,742,758,133		1,887,465,251		3,295,167,310		5,037,925,443		切花+鉢物+その他（周辺ビジネス）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ シュウヘン トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


				16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		140		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		954		948		951		959		956		985		994		993		997		1,012		1,057		1,099		1,099		951		985		997		1,099		985		997

				16/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		141		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2,837		2,841		2,853		2,865		2,872		2,884		2,888		2,899		2,905		2,912		2,916		2,923		2,923		2,853		2,884		2,905		2,923		2,884		2,905

				16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		142		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		664,895,000		614,273,000		807,954,000		683,365,000		736,190,000		612,783,000		581,721,000		608,777,000		568,385,000		567,792,000		775,249,000		650,415,000		7,871,799,000		2,087,122,000		2,032,338,000		1,758,883,000		1,993,456,000		4,119,460,000		5,878,343,000

				16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		143		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,339		1,350		1,356		1,367		1,377		1,383		1,389		1,409		1,418		1,432		1,444		1,436		1,436		1,356		1,383		1,418		1,436		1,383		1,418		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		144		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		26,406		25,848		31,953		26,405		32,610		28,202		26,066		30,345		25,487		25,275		34,397		28,488		341,482		84,207		87,217		81,898		88,160		171,424		253,322

				16/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		145		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		20,705		19,724		24,880		20,994		25,178		21,575		19,656		21,758		18,623		19,064		25,939		21,911		260,007		65,309		67,747		60,037		66,914		133,056		193,093

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_開催回数		146		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		回 カイ		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		3.0		4.0		5.0		4.0		4.0		49.0		12.0		12.0		12.0		13.0		24		36

				17/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		147		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		25,158,963,000		28,500,226,000		31,685,707,000		26,114,160,000		24,255,420,000		27,036,878,000		27,676,766,000		23,999,568,000		28,532,129,000		26,248,504,000		28,414,641,000		22,968,660,000		320,591,622,000		85,344,896,000		77,406,458,000		80,208,463,000		77,631,805,000		162,751,354,000		242,959,817,000

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		148		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,653,198,000		1,731,571,000		1,841,159,000		1,381,329,000		1,615,850,000		1,719,228,000		1,863,420,000		1,392,577,000		2,034,626,000		2,014,231,000		1,874,387,000		1,277,867,000		20,399,443,000		5,225,928,000		4,716,407,000		5,290,623,000		5,166,485,000		9,942,335,000		15,232,958,000

				17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		149		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,533,275,000		1,739,872,000		1,735,671,000		1,430,684,000		1,476,413,000		2,233,821,000		1,844,872,000		1,643,628,000		1,879,551,000		1,723,882,000		2,183,044,000		1,807,487,000		21,232,200,000		5,008,818,000		5,140,918,000		5,368,051,000		5,714,413,000		10,149,736,000		15,517,787,000

				17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		150		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,417,328,000		1,635,109,000		1,628,302,000		1,312,860,000		1,395,211,000		2,147,351,000		1,712,891,000		1,557,893,000		1,775,471,000		1,620,916,000		2,079,959,000		1,739,055,000		20,022,346,000		4,680,739,000		4,855,422,000		5,046,255,000		5,439,930,000		9,536,161,000		14,582,416,000

				17/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		151		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		95,928,000		89,906,000		88,831,000		95,430,000		66,350,000		77,372,000		99,277,000		85,735,000		77,502,000		89,100,000		88,168,000		68,432,000		1,022,031,000		274,665,000		239,152,000		262,514,000		245,700,000		513,817,000		776,331,000

				17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		152		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		20,019,000		14,857,000		18,538,000		22,394,000		14,852,000		9,098,000		32,704,000		0		26,578,000		13,866,000		14,917,000		0		187,823,000		53,414,000		46,344,000		59,282,000		28,783,000		99,758,000		159,040,000

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		153		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,412		4,408		4,417		4,432		4,413		4,463		4,436		4,408		4,421		4,398		4,401		4,383		4,383		4,417		4,463		4,421		4,383		4,463		4,421		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		154		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,477		4,623		5,335		4,640		4,487		5,500		5,307		3,630		5,362		5,396		5,671		4,128		58,556		14,435		14,627		14,299		15,195		29,062		43,361

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		155		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,240		4,263		4,956		4,390		4,251		5,167		4,983		3,400		4,977		4,978		5,349		3,838		54,792		13,459		13,808		13,360		14,165		27,267		40,627

				17/12期_実績_四輪事業_VALUE_総出品台数		156		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,757		3,021		3,281		2,847		2,940		3,772		3,136		2,183		3,328		3,232		3,576		2,241		36,314		9,059		9,559		8,647		9,049		18,618		27,265

				17/12期_実績_四輪事業_VALUE_純出品台数		157		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,641		2,819		3,071		2,730		2,802		3,564		3,002		2,069		3,166		3,097		3,406		2,149		34,516		8,531		9,096		8,237		8,652		17,627		25,864

				17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_総出品台数		158		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		66		51		103		135		21		18		18		0		57		16		12		0		497		220		174		75		28		394		469

				17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_純出品台数		159		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		59		41		98		131		20		14		18		0		54		16		12		0		463		198		165		72		28		363		435

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		160		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,401		1,270		1,395		1,269		1,451		1,578		1,695		1,233		1,710		1,729		1,611		1,072		17,414		4,066		4,298		4,638		4,412		8,364		13,002

				17/12期_実績_四輪事業_VALUE_成約台数		161		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,166		1,109		1,207		1,129		1,266		1,386		1,454		1,089		1,542		1,511		1,362		837		15,058		3,482		3,781		4,085		3,710		7,263		11,348

				17/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		162		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		854		901		824		675		767		1,058		927		883		950		927		1,108		847		10,721		2,579		2,500		2,760		2,882		5,079		7,839

				17/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		163		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		74		49		41		55		44		47		62		51		43		61		60		43		630		164		146		156		164		310		466

				17/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		164		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		12		11		6		25		9		6		14		0		37		11		6		0		137		29		40		51		17		69		120

				17/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		165		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		11		11		11		8		8		8		12		12		12		11		11		11		11		11		8		12		11		8		12		オークネット.jp利用料15,000円/月

				17/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		166		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		147		147		147		148		148		148		146		146		146		142		142		142		142		147		148		146		142		148		146		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				17/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		167		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		10		10		10		10		10		10		13		13		13		7		7		7		7		10		10		13		7		10		13

				17/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		168		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				17/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		169		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		5		4		5		5		6		6		6		6		6		7		7		7		7		5		6		6		7		6		6		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		170		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,691		3,681		3,689		3,683		3,667		3,719		3,700		3,682		3,686		3,669		3,674		3,650		3,650		3,689		3,719		3,686		3,650		3,719		3,686		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		171		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		15,325,836,000		17,079,702,000		19,097,007,000		15,824,278,000		14,739,848,000		16,227,135,000		17,028,468,000		15,064,915,000		17,720,416,000		16,017,765,000		17,402,139,000		14,489,357,000		196,016,866,000		51,502,545,000		46,791,261,000		49,813,799,000		47,909,261,000		98,293,806,000		148,107,605,000

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		172		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		706		693		648		649		644		639		637		631		627		623		618		615		615		648		639		627		615		639		627		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		173		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		340,445		397,758		513,881		487,370		380,864		419,766		405,555		345,255		386,416		402,271		399,175		332,627		4,811,383		1,252,084		1,288,000		1,137,226		1,134,073		2,540,084		3,677,310

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		174		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		21,141		23,958		28,450		23,773		21,209		23,239		23,494		21,554		24,505		23,505		24,241		19,589		278,658		73,549		68,221		69,553		67,335		141,770		211,323

				17/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		175		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		199,335		235,897		298,949		259,826		212,449		237,166		233,108		203,592		234,071		240,547		237,538		195,542		2,788,020		734,181		709,441		670,771		673,627		1,443,622		2,114,393

				17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		176		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		6,646,654,000		7,949,081,000		9,011,870,000		7,477,869,000		6,423,309,000		6,856,694,000		6,940,006,000		5,898,448,000		6,897,536,000		6,492,626,000		6,955,071,000		5,393,949,000		82,943,113,000		23,607,605,000		20,757,872,000		19,735,990,000		18,841,646,000		44,365,477,000		64,101,467,000

				17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		177		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		9,076		9,099		9,094		9,122		9,156		9,176		9,198		9,213		9,227		9,260		9,306		9,280		9,280		9,094		9,176		9,227		9,280		9,176		9,227		アイオーク利用料6,800円/月


				17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		178		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,933		4,934		4,944		4,961		4,936		5,000		4,858		4,839		4,847		4,827		4,822		4,810		4,810		4,944		5,000		4,847		4,810		5,000		4,847		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		179		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,933		4,934		4,944		4,961		4,936		5,000		4,858		4,839		4,847		4,827		4,822		4,810		4,810		4,944		5,000		4,847		4,810		5,000		4,847		準会員月額無料

				17/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		180		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		8,380		9,593		11,541		9,959		8,937		9,328		9,373		8,294		9,281		8,915		9,287		7,202		110,090		29,514		28,224		26,948		25,404		57,738		84,686

				17/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		181		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		336,920		403,745		518,289		437,508		361,122		411,542		395,252		343,858		408,529		399,383		399,979		329,395

m-shirata: ユーストカーより受領している月次データは328,564だが年間合計データと差が生じるため
12月で調整。
調整前　12月328,564
　　　　　年間4,744,691
差831←12月にプラスして調整		4,745,522		1,258,954		1,210,172		1,147,639		1,128,757		2,469,126		3,616,765

				17/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		182		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		14,982		16,402		19,240		17,048		15,211		17,389		15,467		14,360		16,718		16,891		17,022		15,587		196,317		50,624		49,648		46,545		49,500		100,272		146,817

				17/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		183		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,017		3,316		4,816		5,030		3,294		4,621		5,353		4,111		4,015		4,564		4,394		3,130		49,661		11,149		12,945		13,479		12,088		24,094		37,573

				17/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		184		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		17,236		23,698		28,152		19,295		17,208		20,470		22,497		18,800		21,602		22,895		21,591		20,800		254,244		69,086		56,973		62,899		65,286		126,059		188,958

				17/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		185		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		26,590		28,790		36,255		29,490		26,269		25,226		30,178		22,122		28,175		33,731		29,777		27,016		343,619		91,635		80,985		80,475		90,524		172,620		253,095

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		186		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		2,390,791,520		1,616,499,560		2,594,692,100		2,126,244,300		2,524,314,556		2,671,108,157		2,285,358,905		1,919,514,976		1,823,229,257		2,284,433,302		1,684,422,827		2,728,871,500		26,649,480,960		6,601,983,180		7,321,667,013		6,028,103,138		6,697,727,629		13,923,650,193		19,951,753,331

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		187		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		163,886,520		117,379,560		98,036,100		127,822,300		91,381,556		173,479,157		82,368,905		81,841,793		129,885,257		105,980,302		148,164,827		62,105,500		1,382,331,777		379,302,180		392,683,013		294,095,955		316,250,629		771,985,193		1,066,081,148		PCリアル・ORIX BPO・ORIXサーバー・セレクトマーケット

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		188		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		240		247		267		270		271		279		284		292		294		297		300		286		286		267		279		294		286		279		294		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		189		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		9,599		11,823		12,041		9,268		8,152		12,575		13,635		10,763		19,877		11,548		11,822		15,234		146,337		33,463		29,995		44,275		38,604		63,458		107,733

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		190		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		7,939		9,956		9,531		8,063		7,324		10,000		9,832		7,590		13,555		8,952		10,431		10,834		114,007		27,426		25,387		30,977		30,217		52,813		83,790

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		191		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,117		2,033		2,995		3,154		2,883		2,834		2,485		3,922		2,547		2,512		3,164		2,093		33,739		8,145		8,871		8,954		7,769		17,016		25,970

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		192		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,100		2,027		2,799		3,109		2,837		2,810		2,413		3,896		2,544		2,425		3,138		2,084		33,182		7,926		8,756		8,853		7,647		16,682		25,535

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		193		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		9,433		9,566		7,910		14,879		21,582		23,104		19,291		13,537		17,120		18,563		14,495		43,248		212,728		26,909		59,565		49,948		76,306		86,474		136,422

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		194		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,694		1,830		860		4,966		2,473		2,853		4,801		4,642		3,193		6,909		5,116		25,656		65,993		5,384		10,292		12,636		37,681		15,676		28,312

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		195		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		2,226,905,000		1,499,120,000		2,496,656,000		1,998,422,000		2,432,933,000		2,497,629,000		2,202,990,000		1,837,673,183		1,693,344,000		2,178,453,000		1,536,258,000		2,666,766,000		25,267,149,183		6,222,681,000		6,928,984,000		5,734,007,183		6,381,477,000		13,151,665,000		18,885,672,183		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		196		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		122		130		132		136		140		145		150		155		157		165		166		169		169		132		145		157		169		145		157

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		197		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		198		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		414,741,429		335,697,383		501,757,587		333,815,836		361,931,558		323,355,297		297,836,764		270,905,030		194,320,878		291,214,213		153,122,326		385,692,302		3,864,390,603		1,252,196,399		1,019,102,691		763,062,672		830,028,841		2,271,299,090		3,034,361,762

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		199		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		177,623		124,524		161,784		168,589		134,568		103,824		96,012		105,372		76,122		174,636		170,084		172,521		1,665,659		463,931		406,981		277,506		517,241		870,912		1,148,418

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		200		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		145,687		115,143		140,293		112,115		141,743		126,848		109,137		101,418		104,330		124,383		133,726		139,190		1,494,013		401,123		380,706		314,885		397,299		781,829		1,096,714

				17/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		201		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		202		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		470,761,000		578,192,000		740,424,000		745,340,000		569,730,000		825,917,000		800,037,000		660,941,000		668,264,000		608,050,000		595,794,000		431,777,000		7,695,227,000		1,789,377,000		2,140,987,000		2,129,242,000		1,635,621,000		3,930,364,000		6,059,606,000

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		203		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		787		785		778		774		765		765		759		758		755		751		751		755		755		778		765		755		755		765		755

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		204		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		520		514		508		500		495		495		493		488		484		482		479		476		476		508		495		484		476		495		484

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		205		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		335		332		333		334		334		339		341		340		342		346		345		347		347		333		339		342		347		339		342

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		206		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		913		917		925		940		953		973		989		993		1,007		1,014		1,027		1,035		1,035		925		973		1,007		1,035		973		1,007

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		207		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,813		1,817		1,833		1,848		1,834		1,866		1,896		1,898		1,912		1,916		1,921		1,919		1,919		1,833		1,866		1,912		1,919		1,866		1,912

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		208		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,011		4,228		5,934		6,356		4,170		5,766		6,716		5,418		5,252		5,990		5,865		4,206		63,912		14,173		16,292		17,386		16,061		30,465		47,851

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		209		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,781		4,002		5,613		5,922		3,945		5,436		6,385		5,134		4,946		5,728		5,617		3,997		60,506		13,396		15,303		16,465		15,342		28,699		45,164

				17/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		210		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,772		2,172		2,920		2,882		2,193		3,029		2,896		2,366		2,366		2,310		2,407		1,770		29,083		6,864		8,104		7,628		6,487		14,968		22,596

				17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		211		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		435,440,155		408,597,869		831,379,171		381,023,184		554,707,047		418,713,362		410,981,701		688,361,604		626,109,274		457,591,810		511,865,515		819,828,102		6,544,598,794		1,675,417,195		1,354,443,593		1,725,452,579		1,789,285,427		3,029,860,788		4,755,313,367		切花+鉢物+その他（周辺ビジネス）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ シュウヘン トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


				17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		212		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,100		1,100		1,101		1,097		1,098		1,096		1,096		1,096		1,096		1,094		1,087		1,081		1,081		1,101		1,096		1,096		1,081		1,096		1,096

				17/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		213		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2,926		2,934		2,943		2,969		2,982		3,000		3,001		3,012		3,016		3,023		3,032		3,033		3,033		2,943		3,000		3,016		3,033		3,000		3,016

				17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		214		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		656,755,000		677,551,000		716,098,000		696,546,000		825,665,000		728,258,000		648,740,000		772,432,000		766,832,000		872,745,000		804,726,000		757,908,000		8,924,256,000		2,050,404,000		2,250,469,000		2,188,004,000		2,435,379,000		4,300,873,000		6,488,877,000

				17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		215		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,462		1,479		1,508		1,505		1,511		1,530		1,532		1,536		1,540		1,538		1,544		1,545		1,545		1,508		1,530		1,540		1,545		1,530		1,540		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		216		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		25,719		27,293		29,141		28,930		34,412		31,892		28,013		32,324		35,309		37,647		31,236		32,173		374,089		82,153		95,234		95,646		101,056		177,387		273,033

				17/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		217		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		20,832		22,121		23,271		23,245		26,745		24,092		20,927		24,780		26,297		28,063		23,955		23,340		287,668		66,224		74,082		72,004		75,358		140,306		212,310

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_開催回数		218		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		回 カイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_取扱高		219		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_取扱高		220		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		221		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		222		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_一撃市場_取扱高		223		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_百烈商談_取扱高		224		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_会員数		225		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		226		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		4,856		5,345		6,028		5,520		4,763		5,487		5,003		3,563		5,517		6,048		5,249		3,340		60,719		16,229		15,770		14,083		14,637		31,999		46,082

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		227		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		4,532		5,016		5,627		5,159		4,453		5,129		4,705		3,351		5,183		5,680		4,933		3,116		56,884		15,175		14,741		13,239		13,729		29,916		43,155

				17/12期_予算_四輪事業_VALUE_総出品台数		228		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_VALUE_純出品台数		229		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_百烈商談_総出品台数		230		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_百烈商談_純出品台数		231		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_成約台数		232		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,316		1,570		1,777		1,678		1,449		1,635		1,638		1,193		1,718		1,975		1,563		1,004		18,516		4,663		4,762		4,549		4,542		9,425		13,974

				17/12期_予算_四輪事業_VALUE_成約台数		233		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		234		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		952		1,060		982		879		982		1,100		1,151		923		1,035		932		1,030		972		11,998		2,994		2,961		3,109		2,934		5,955		9,064

				17/12期_予算_四輪事業_一撃市場_成約台数		235		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		61		67		62		55		62		69		73		58		65		59		66		62		759		190		186		196		187		376		572

				17/12期_予算_四輪事業_百烈商談_成約台数		236		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		40		40		40		40		40		40		40		40		40		50		40		40		490		120		120		120		130		240		360

				17/12期_予算_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		237		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット.jp利用料15,000円/月

				17/12期_予算_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		238		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				17/12期_予算_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		239		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		240		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				17/12期_予算_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		241		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		242		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		3,695		3,693		3,691		3,689		3,687		3,685		3,683		3,681		3,679		3,677		3,675		3,673		3,673		3,691		3,685		3,679		3,673		3,685		3,679		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		243		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		244		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		716		714		711		710		707		705		704		702		699		698		695		693		693		711		705		699		693		705		699		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		245		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		334,429		379,283		491,028		455,612		352,510		380,731		372,471		326,525		380,806		398,779		410,298		330,604		4,613,076		1,204,740		1,188,853		1,079,802		1,139,681		2,393,593		3,473,395

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		246		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		19,597		22,262		28,429		23,715		19,540		20,917		20,798		18,737		22,020		23,010		22,913		18,284		260,222		70,288		64,172		61,555		64,207		134,460		196,015

				17/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		247		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		193,556		223,585		285,623		239,065		193,691		211,850		207,430		187,504		219,398		229,911		229,364		182,290		2,603,267		702,764		644,606		614,332		641,565		1,347,370		1,961,702

				17/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		248		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		249		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		9,137		9,170		9,203		9,236		9,239		9,272		9,305		9,308		9,341		9,374		9,407		9,410		9,410		9,203		9,272		9,341		9,410		9,272		9,341		アイオーク利用料6,800円/月


				17/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		250		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		4,929		4,934		4,939		4,944		4,949		4,954		4,959		4,964		4,969		4,974		4,979		4,984		4,984		4,939		4,954		4,969		4,984		4,954		4,969		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				17/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		251		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		4,929		4,934		4,939		4,944		4,949		4,954		4,959		4,964		4,969		4,974		4,979		4,984		4,984		4,939		4,954		4,969		4,984		4,954		4,969		準会員月額無料

				17/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		252		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		8,380		9,800		10,219		9,642		8,774		9,548		9,470		8,197		9,359		9,195		9,449		8,323		110,356		28,399		27,964		27,026		26,967		56,363		83,389

				17/12期_予算_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		253		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		254		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		15,594		15,572		17,892		16,564		13,872		15,827		16,615		13,491		16,697		18,929		14,351		14,851		190,255		49,058		46,263		46,803		48,131		95,321		142,124

				17/12期_予算_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		255		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,104		4,113		5,044		5,199		3,182		5,044		5,199		4,113		4,113		5,199		5,044		3,182		52,536		12,261		13,425		13,425		13,425		25,686		39,111

				17/12期_予算_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		256		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		15,595		15,858		17,155		16,497		15,595		17,005		16,337		15,595		17,308		17,328		17,130		15,597		197,000		48,608		49,097		49,240		50,055		97,705		146,945

				17/12期_予算_四輪事業_会場受託_検査台数		257		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		24,509		29,041		33,873		28,608		24,273		24,965		27,209		23,903		26,048		31,183		27,197		23,511		324,320		87,423		77,846		77,160		81,891		165,269		242,429

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		258		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		1,375,000,000		1,375,000,000		1,705,000,000		1,155,000,000		1,210,000,000		1,320,000,000		1,331,000,000		1,331,000,000		1,210,000,000		2,783,000,000		3,146,000,000		3,025,000,000		20,966,000,000		4,455,000,000		3,685,000,000		3,872,000,000		8,954,000,000		8,140,000,000		12,012,000,000

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		259		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		260		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		252		254		256		258		260		262		264		266		268		270		272		265		265		256		262		268		265		262		268		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		261		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		11,800		10,300		11,600		10,600		10,800		11,400		14,200		10,200		14,800		12,100		12,100		9,000		138,900		33,700		32,800		39,200		33,200		66,500		105,700

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		262		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		9,000		7,000		9,400		8,100		8,600		8,700		10,800		6,920		10,100		8,560		8,560		6,420		102,160		25,400		25,400		27,820		23,540		50,800		78,620

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		263		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,600		2,900		3,300		4,200		2,900		2,500		4,100		3,000		3,700		3,700		3,700		1,400		39,000		9,800		9,600		10,800		8,800		19,400		30,200

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		264		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,510		2,810		3,180		4,060		2,770		2,400		3,500		2,910		3,680		3,630		3,630		1,380		37,460		9,500		9,230		10,090		8,640		18,730		28,820

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		265		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		132,000		33,000		33,000		33,000		33,000		66,000		99,000

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		266		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		15,840		3,960		3,960		3,960		3,960		7,920		11,880

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		267		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		1,375,000,000		1,375,000,000		1,705,000,000		1,155,000,000		1,210,000,000		1,320,000,000		1,331,000,000		1,331,000,000		1,210,000,000		2,783,000,000		3,146,000,000		3,025,000,000		20,966,000,000		4,455,000,000		3,685,000,000		3,872,000,000		8,954,000,000		8,140,000,000		12,012,000,000		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		268		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		269		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		270		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		390,400,000		390,400,000		485,500,000		327,000,000		337,000,000		368,700,000		337,000,000		337,000,000		305,300,000		717,400,000		812,500,000		780,800,000		5,589,000,000		1,266,300,000		1,032,700,000		979,300,000		2,310,700,000		2,299,000,000		3,278,300,000

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		271		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		120,000		120,000		150,000		100,000		100,000		110,000		100,000		100,000		90,000		220,000		250,000		240,000		1,700,000		390,000		310,000		290,000		710,000		700,000		990,000

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		272		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		125,000		125,000		155,000		105,000		110,000		120,000		110,000		110,000		100,000		230,000		260,000		250,000		1,800,000		405,000		335,000		320,000		740,000		740,000		1,060,000

				17/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		273		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		274		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		275		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		276		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		277		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		278		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		279		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		280		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		4,000		5,300		6,500		6,700		4,100		6,500		6,700		5,300		5,300		6,700		6,500		4,100		67,700		15,800		17,300		17,300		17,300		33,100		50,400

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		281		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,720		4,929		6,045		6,231		3,813		6,045		6,231		4,929		4,929		6,231		6,045		3,813		62,961		14,694		16,089		16,089		16,089		30,783		46,872

				17/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		282		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,748		2,563		3,264		3,178		2,097		3,385		3,178		2,662		2,612		3,302		3,204		1,983		33,176		7,575		8,660		8,452		8,489		16,235		24,687

				17/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		283		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		444,945,000		508,077,000		978,236,000		515,416,000		604,302,000		450,247,000		506,198,000		660,037,000		641,182,000		499,678,000		471,920,000		802,520,000		7,082,758,000		1,931,258,000		1,569,965,000		1,807,417,000		1,774,118,000		3,501,223,000		5,308,640,000		切花+鉢物+その他（周辺ビジネス）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ シュウヘン トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


				17/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		284		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		1,094		1,088		1,086		1,085		1,081		1,078		1,084		1,090		1,096		1,101		1,107		1,109		1,109		1,086		1,078		1,096		1,109		1,078		1,096

				17/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		285		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		2,928		2,933		2,943		2,953		2,963		2,973		2,978		2,988		2,995		3,002		3,012		3,018		3,018		2,943		2,973		2,995		3,018		2,973		2,995

				17/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		286		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		17/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		664,200,000		687,607,500		732,960,000		709,552,500		688,192,500		689,070,000		687,607,500		665,662,500		689,070,000		710,137,500		732,960,000		687,607,500		8,344,627,500		2,084,767,500		2,086,815,000		2,042,340,000		2,130,705,000		4,171,582,500		6,213,922,500

				17/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		287		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		17/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		1,449		1,464		1,479		1,495		1,512		1,526		1,629		1,642		1,659		1,677		1,692		1,706		1,706		1,479		1,526		1,659		1,706		1,526		1,659		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				17/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		288		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		17/12期 キ		予算 ヨサン		品 シナ		30,000		31,000		33,000		32,000		31,000		31,000		31,000		30,000		31,000		32,000		33,000		31,000		376,000		94,000		94,000		92,000		96,000		188,000		280,000

				17/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		289		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		17/12期 キ		予算 ヨサン		品 シナ		23,100		23,870		25,410		24,640		23,870		23,870		23,870		23,100		23,870		24,640		25,410		23,870		289,520		72,380		72,380		70,840		73,920		144,760		215,600

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_開催回数		290		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		回 カイ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		291		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_取扱高		292		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		293		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		294		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_一撃市場_取扱高		295		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_百烈商談_取扱高		296		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_会員数		297		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		298		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		5,098		5,098		5,098		6,260		3,936		5,098		6,260		3,936		5,098		6,260		5,098		4,648		61,888		15,294		15,294		15,294		16,006		30,588		45,882

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		299		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		4,787		4,787		4,787		5,872		3,703		4,787		5,872		3,703		4,787		5,872		4,787		4,337		58,081		14,361		14,362		14,362		14,996		28,723		43,085

				18/12期_修正前予算_四輪事業_VALUE_総出品台数		300		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_VALUE_純出品台数		301		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_百烈商談_総出品台数		302		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_百烈商談_純出品台数		303		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション_成約台数		304		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		1,596		1,596		1,596		1,933		1,256		1,596		1,933		1,256		1,596		1,933		1,596		1,353		19,240		4,788		4,785		4,785		4,882		9,573		14,358

				18/12期_修正前予算_四輪事業_VALUE_成約台数		305		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		306		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		892		982		937		826		1,045		1,476		1,266		1,238		1,374		1,236		1,114		984		13,370		2,811		3,347		3,878		3,334		6,158		10,036

				18/12期_修正前予算_四輪事業_一撃市場_成約台数		307		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		64		66		44		53		63		73		81		74		73		74		77		74		816		174		189		228		225		363		591

				18/12期_修正前予算_四輪事業_百烈商談_成約台数		308		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		9,119		10,192		10,627		10,028		9,125		9,930		9,849		8,525		9,733		9,563		9,827		8,656		115,174		29,938		29,083		28,107		28,046		59,021		87,128

				18/12期_修正前予算_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		309		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット.jp利用料15,000円/月

				18/12期_修正前予算_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		310		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				18/12期_修正前予算_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		311		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		312		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				18/12期_修正前予算_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		313		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		314		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		3,671		3,669		3,667		3,665		3,663		3,661		3,659		3,657		3,655		3,653		3,651		3,649		3,649		3,667		3,661		3,655		3,649		3,661		3,655		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		315		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		316		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		691		690		688		688		686		685		685		684		682		682		680		679		679		688		685		682		679		685		682		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		317		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		371,232		381,583		494,092		437,141		365,111		380,317		367,555		311,200		366,280		415,471		405,026		305,278		4,600,286		1,246,907		1,182,569		1,045,035		1,125,775		2,429,476		3,474,511

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		318		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		21,610		22,366		28,809		23,198		20,810		21,607		20,756		18,808		21,531		23,888		23,072		16,958		263,413		72,785		65,615		61,095		63,918		138,400		199,495

				18/12期_修正前予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		319		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		213,206		225,132		291,640		232,782		206,458		218,921		206,681		188,983		214,281		237,982		232,807		168,987		2,637,860		729,978		658,161		609,945		639,776		1,388,139		1,998,084

				18/12期_修正前予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		320		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		321		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		9,418		9,456		9,494		9,532		9,540		9,578		9,616		9,624		9,662		9,700		9,738		9,746		9,746		9,494		9,578		9,662		9,746		9,578		9,662		アイオーク利用料6,800円/月


				18/12期_修正前予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		322		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		4,989		4,994		4,999		5,004		5,009		5,014		5,019		5,024		5,029		5,034		5,039		5,044		5,044		4,999		5,014		5,029		5,044		5,014		5,029		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				18/12期_修正前予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		323		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		4,989		4,994		4,999		5,004		5,009		5,014		5,019		5,024		5,029		5,034		5,039		5,044		5,044		4,999		5,014		5,029		5,044		5,014		5,029		準会員月額無料

				18/12期_修正前予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		324		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		9,119		10,192		10,627		10,028		9,125		9,930		9,849		8,525		9,733		9,563		9,827		8,656		115,174		29,938		29,083		28,107		28,046		59,021		87,128

				18/12期_修正前予算_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		325		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		326		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		16,049		15,543		17,184		17,610		13,195		15,664		18,190		14,013		16,459		19,347		14,442		16,349		194,045		48,776		46,469		48,662		50,138		95,245		143,907

				18/12期_修正前予算_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		327		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		3,182		4,268		5,199		5,354		3,337		5,199		5,354		4,268		4,268		5,354		5,199		3,337		54,319		12,649		13,890		13,890		13,890		26,539		40,429

				18/12期_修正前予算_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		328		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		15,636		18,021		20,448		18,231		15,821		16,932		17,395		15,637		17,465		19,427		17,771		15,836		208,620		54,105		50,984		50,497		53,034		105,089		155,586

				18/12期_修正前予算_四輪事業_会場受託_検査台数		329		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		25,299		29,446		33,513		29,647		25,610		27,471		28,398		25,450		28,364		32,651		29,145		25,636		340,630		88,258		82,728		82,212		87,432		170,986		253,198

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		330		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		1,813,900,000		1,493,800,000		1,813,900,000		1,493,800,000		1,493,800,000		1,493,800,000		1,701,865,000		1,467,125,000		1,232,385,000		3,110,305,000		3,227,675,000		3,110,305,000		23,452,660,000		5,121,600,000		4,481,400,000		4,401,375,000		9,448,285,000		9,603,000,000		14,004,375,000

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		331		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		332		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		267		269		271		273		275		277		279		281		283		285		287		280		280		271		277		283		280		277		283		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		333		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		12,200		10,700		12,100		11,000		11,100		11,900		15,200		10,800		15,800		12,900		12,900		9,600		146,200		35,000		34,000		41,800		35,400		69,000		110,800

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		334		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		9,200		7,200		9,650		8,300		8,750		8,950		11,400		7,280		10,700		9,040		9,040		6,780		106,290		26,050		26,000		29,380		24,860		52,050		81,430

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		335		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		3,600		2,900		3,300		4,200		2,900		2,500		4,100		3,000		3,700		3,700		3,700		1,400		39,000		9,800		9,600		10,800		8,800		19,400		30,200

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		336		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		3,510		2,810		3,180		4,060		2,770		2,400		3,500		2,910		3,680		3,630		3,630		1,380		37,460		9,500		9,230		10,090		8,640		18,730		28,820

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		337		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		132,000		33,000		33,000		33,000		33,000		66,000		99,000

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		338		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		15,840		3,960		3,960		3,960		3,960		7,920		11,880

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		339		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		1,813,900,000		1,493,800,000		1,813,900,000		1,493,800,000		1,493,800,000		1,493,800,000		1,701,865,000		1,467,125,000		1,232,385,000		3,110,305,000		3,227,675,000		3,110,305,000		23,452,660,000		5,121,600,000		4,481,400,000		4,401,375,000		9,448,285,000		9,603,000,000		14,004,375,000		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		340		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		341		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		342		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		506,500,000		411,400,000		506,500,000		411,400,000		411,400,000		411,400,000		421,400,000		358,000,000		294,600,000		760,400,000		792,100,000		760,400,000		6,045,500,000		1,424,400,000		1,234,200,000		1,074,000,000		2,312,900,000		2,658,600,000		3,732,600,000

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		343		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		150,000		120,000		150,000		120,000		120,000		120,000		120,000		100,000		80,000		220,000		230,000		220,000		1,750,000		420,000		360,000		300,000		670,000		780,000		1,080,000

				18/12期_修正前予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品・落札台数		344		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古スマートフォン チュウコ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		170,000		140,000		170,000		140,000		140,000		140,000		145,000		125,000		105,000		265,000		275,000		265,000		2,080,000		480,000		420,000		375,000		805,000		900,000		1,275,000

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		345		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		4,100		5,400		6,600		6,800		4,200		6,600		6,800		5,400		5,400		6,800		6,600		4,200		68,900		16,100		17,600		17,600		17,600		33,700		51,300

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		346		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		3,813		5,022		6,138		6,324		3,906		6,138		6,324		5,022		5,022		6,324		6,138		3,906		64,077		14,973		16,368		16,368		16,368		31,341		47,709

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		347		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		台 ダイ		1,792		2,611		3,315		3,225		2,148		3,437		3,225		2,712		2,662		3,352		3,253		2,031		33,763		7,718		8,810		8,599		8,636		16,528		25,127

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		348		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		349		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		350		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		351		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		352		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		FALSE		0		0		0		0		0		0

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		353		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		447,008,700		539,092,700		986,232,000		613,082,900		592,199,260		495,847,490		560,689,320		769,986,720		677,840,480		597,675,510		566,612,670		898,233,000		7,744,500,750		1,972,333,400		1,701,129,650		2,008,516,520		2,062,521,180		3,673,463,050		5,681,979,570		切花+鉢物+その他（輸出・贈答・資材・その他）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ ユシュツ ゾウトウ シザイ タ トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		354		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		1,106		1,104		1,108		1,123		1,131		1,138		1,152		1,164		1,174		1,183		1,193		1,199		1,199		1,108		1,138		1,174		1,199		1,138		1,174

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		355		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		3,023		3,028		3,038		3,048		3,058		3,068		3,073		3,083		3,090		3,097		3,107		3,113		3,113		3,038		3,068		3,090		3,113		3,068		3,090

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		356		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		円 エン		682,194,150		682,194,150		682,194,150		682,194,150		850,731,750		682,194,150		850,731,750		513,656,550		682,194,150		850,731,750		682,194,150		682,194,150		8,523,405,000		2,046,582,450		2,215,120,050		2,046,582,450		2,215,120,050		4,261,702,500		6,308,284,950

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		357		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		会員 カイイン		1,719		1,734		1,749		1,765		1,782		1,796		1,809		1,822		1,839		1,857		1,872		1,886		1,886		1,749		1,796		1,839		1,886		1,796		1,839		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		358		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		品 シナ		30,720		30,720		30,720		30,720		38,400		30,720		38,400		23,040		30,720		38,400		30,720		30,720		384,000		92,160		99,840		92,160		99,840		192,000		284,160

				18/12期_修正前予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		359		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		品 シナ		23,654		23,654		23,654		23,654		29,568		23,654		29,568		17,741		23,654		29,568		23,654		23,654		295,680		70,963		76,877		70,963		76,877		147,840		218,803

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_開催回数		360		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		回 カイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		361		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_取扱高		362		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		363		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		364		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_一撃市場_取扱高		365		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_取扱高		366		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_会員数		367		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		368		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		5,052		4,869		5,336		4,633		4,958		6,095		5,780		3,942		5,570		5,976		5,181		3,531		60,923		15,257		15,686		15,292		14,688		30,943		46,235

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		369		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		4,749		4,567		5,002		4,372		4,673		5,718		5,441		3,729		5,254		5,632		4,873		3,288		57,298		14,318		14,763		14,424		13,793		29,081		43,505

				18/12期_予算_四輪事業_VALUE_総出品台数		370		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_VALUE_純出品台数		371		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_総出品台数		372		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_純出品台数		373		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション_成約台数		374		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,801		1,693		1,799		1,724		1,861		2,109		2,124		1,500		2,044		2,220		1,865		1,141		21,881		5,293		5,694		5,668		5,226		10,987		16,655

				18/12期_予算_四輪事業_VALUE_成約台数		375		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		376		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		892		982		937		826		1,045		1,476		1,266		1,238		1,374		1,236		1,114		984		13,370		2,811		3,347		3,878		3,334		6,158		10,036		トラック含む フク

				18/12期_予算_四輪事業_一撃市場_成約台数		377		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		64		66		44		53		63		73		81		74		73		74		77		74		816		174		189		228		225		363		591

				18/12期_予算_四輪事業_百烈商談_成約台数		378		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		379		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		オークネット.jp利用料15,000円/月

				18/12期_予算_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		380		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				18/12期_予算_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		381		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		382		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				18/12期_予算_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		383		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		384		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		3,660		3,658		3,656		3,654		3,652		3,650		3,648		3,646		3,644		3,642		3,640		3,638		3,638		3,656		3,650		3,644		3,638		3,650		3,644		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		385		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		386		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		610		606		602		598		594		589		585		581		577		573		568		563		563		602		589		577		563		589		577		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		387		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		385,078		389,326		504,563		442,328		436,678		393,440		382,260		377,403		372,787		420,443		402,093		335,068		4,841,467		1,278,967		1,272,446		1,132,450		1,157,604		2,551,413		3,683,863

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		388		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		22,621		23,331		29,422		23,924		24,806		22,326		22,526		22,690		22,359		25,128		23,502		18,485		281,120		75,374		71,056		67,575		67,115		146,430		214,005

				18/12期_予算_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		389		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		390		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		391		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		9,284		9,312		9,340		9,368		9,366		9,394		9,422		9,420		9,448		9,476		9,504		9,502		9,502		9,340		9,394		9,448		9,502		9,394		9,448		アイオーク利用料6,800円/月


				18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		392		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		3,547		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		393		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		1,295		1,300		1,305		1,310		1,315		1,320		1,325		1,330		1,335		1,340		1,345		1,350		1,350		1,305		1,320		1,335		1,350		1,320		1,335		準会員月額無料

				18/12期_予算_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		394		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		8,474		10,134		11,890		10,090		9,360		10,004		9,808		8,778		9,466		9,808		9,601		7,854		115,267		30,498		29,454		28,052		27,263		59,952		88,004

				18/12期_予算_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		395		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		396		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		15,352		16,786		19,652		17,438		15,583		17,783		15,842		14,724		17,105		17,390		16,667		16,380		200,702		51,790		50,804		47,671		50,437		102,594		150,265

				18/12期_予算_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		397		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		2,960		4,080		5,040		5,040		4,080		4,080		5,200		4,000		4,080		4,400		4,800		4,800		52,560		12,080		13,200		13,280		14,000		25,280		38,560

				18/12期_予算_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		398		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		18,615		25,594		30,404		20,839		18,585		22,108		24,297		20,304		23,330		24,948		24,840		22,680		276,544		74,613		61,532		67,931		72,468		136,145		204,076

				18/12期_予算_四輪事業_会場受託_検査台数		399		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		28,201		30,822		38,834		31,207		27,649		26,658		31,241		23,319		29,842		33,339		29,080		25,924		356,116		97,857		85,514		84,402		88,343		183,371		267,773

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		400		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		401		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		PCリアル・ORIX BPO・ORIXサーバー・セレクトマーケット

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		402		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		302		304		306		308		310		312		314		316		318		320		322		324		324		306		312		318		324		312		318		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		403		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		10,050		13,090		14,100		10,480		8,750		13,530		14,380		12,160		18,090		11,920		13,820		9,630		150,000		37,240		32,760		44,630		35,370		70,000		114,630

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		404		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		8,340		10,740		10,710		8,460		7,505		10,550		10,500		8,980		13,170		9,490		9,090		6,780		114,315		29,790		26,515		32,650		25,360		56,305		88,955

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		405		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,180		2,070		3,050		3,220		2,940		2,890		2,530		4,000		2,600		2,560		3,770		1,430		34,240		8,300		9,050		9,130		7,760		17,350		26,480

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		406		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,160		2,070		2,850		3,170		2,890		2,870		2,460		3,970		2,590		2,470		3,700		1,410		33,610		8,080		8,930		9,020		7,580		17,010		26,030

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		407		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		9,270		10,190		8,700		16,200		23,620		23,580		17,030		12,880		18,520		17,930		12,100		12,100		182,120		28,160		63,400		48,430		42,130		91,560		139,990

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		408		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,850		1,680		950		5,300		2,610		2,760		1,090		3,100		3,200		4,930		1,450		1,450		30,370		4,480		10,670		7,390		7,830		15,150		22,540

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		409		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		410		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		社 シャ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		411		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		社 シャ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		412		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		272,800,000		327,550,000		349,450,000		338,500,000		326,600,000		315,650,000		426,600,000		393,750,000		360,900,000		579,900,000		601,800,000		558,000,000		4,851,500,000		949,800,000		980,750,000		1,181,250,000		1,739,700,000		1,930,550,000		3,111,800,000

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		413		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		165,000		165,000		180,000		165,000		150,000		135,000		135,000		120,000		120,000		215,000		240,000		210,000		2,000,000		510,000		450,000		375,000		665,000		960,000		1,335,000

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		414		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		120,000		145,000		155,000		150,000		140,000		135,000		140,000		125,000		110,000		210,000		220,000		200,000		1,850,000		420,000		425,000		375,000		630,000		845,000		1,220,000

				18/12期_予算_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		415		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		0		0		0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		300,000		0		0		150,000		150,000		0		150,000

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		416		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		417		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		418		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		419		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		420		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		421		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		422		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,700		5,100		6,300		6,300		5,100		5,100		6,500		5,000		5,100		6,300		6,200		5,000		65,700		15,100		16,500		16,600		17,500		31,600		48,200

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		423		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		3,478		4,794		5,922		5,922		4,794		4,794		6,110		4,700		4,794		5,922		5,828		4,700		61,758		14,194		15,510		15,604		16,450		29,704		45,308

				18/12期_予算_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		424		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		台 ダイ		1,769		2,794		3,318		3,119		2,857		2,863		3,016		2,436		2,485		2,625		2,797		2,209		32,288		7,881		8,839		7,937		7,631		16,720		24,657

				18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		425		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		444,127,000		444,811,000		841,034,000		449,184,000		531,878,000		440,301,000		431,061,000		761,172,000		618,101,000		511,075,000		566,305,000		820,275,000		6,859,324,000		1,729,972,000		1,421,363,000		1,810,334,000		1,897,655,000		3,151,335,000		4,961,669,000		切花+鉢物+その他（輸出・贈答・資材・その他）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ ユシュツ ゾウトウ シザイ タ トリアツカイ ダカ

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）


																																										

m-shirata: 17,199,273,000に修正されているが中間決算説明会では17,460,538,000で発表済み		

m-shirata: 13,822,093,000に修正されているが中間決算説明会では13,393,932,000で発表済み																

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）
		

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）
		

m-shirata: ユーストカーより受領している月次データは328,564だが年間合計データと差が生じるため
12月で調整。
調整前　12月328,564
　　　　　年間4,744,691
差831←12月にプラスして調整																

m-shirata: 2018年２Q決算説明会よりその他も含めるよう変更（過去にさかのぼって変更）
		18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		426		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		1,082		1,084		1,088		1,092		1,098		1,102		1,106		1,110		1,114		1,118		1,120		1,121		1,121		1,088		1,102		1,114		1,121		1,102		1,114

				18/12期_予算_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		427		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		3,036		3,042		3,052		3,062		3,072		3,078		3,083		3,093		3,100		3,107		3,117		3,123		3,123		3,052		3,078		3,100		3,123		3,078		3,100

				18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		428		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		予算 ヨサン		円 エン		664,140,438		715,769,730		746,277,948		708,729,372		903,512,610		753,318,306		882,391,536		603,124,002		819,028,314		971,569,404		802,600,812		816,681,528		9,387,144,000		2,126,188,116		2,365,560,288		2,304,543,852		2,590,851,744		4,491,748,404		6,796,292,256

				18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		429		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		予算 ヨサン		会員 カイイン		1,548		1,557		1,570		1,581		1,588		1,600		1,610		1,619		1,631		1,644		1,653		1,662		1,662		1,570		1,600		1,631		1,662		1,600		1,631		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		430		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		18/12期 キ		予算 ヨサン		品 シナ		28,300		30,500		31,800		30,200		38,500		32,100		37,600		25,700		34,900		41,400		34,200		34,800		400,000		90,600		100,800		98,200		110,400		191,400		289,600

				18/12期_予算_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		431		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		18/12期 キ		予算 ヨサン		品 シナ		22,074		23,790		24,804		23,556		30,030		25,038		29,328		20,046		27,222		32,292		26,676		27,144		312,000		70,668		78,624		76,596		86,112		149,292		225,888

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_開催回数		432		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		開催回数 カイサイ カイスウ		中古車オークション チュウコ シャ		開催回数 カイサイ カイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		回 カイ		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0														24.0		12.0		12.0		0.0		0.0		24		24

				18/12期_実績_四輪事業_四輪事業全体_取扱高総額		433		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		四輪事業全体 ヨンリン ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		26,964,322,000		30,263,645,000		34,376,054,000		28,486,377,000		29,110,522,000		30,238,483,000		0		0		0		0		0		0		179,439,403,000		91,604,021,000		87,835,382,000		0		0		179,439,403,000		179,439,403,000

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_取扱高		434		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古車オークション チュウコ シャ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,610,490,000		1,661,216,000		1,801,347,000		1,378,666,000		1,665,180,000		2,006,502,000														10,123,401,000		5,073,053,000		5,050,348,000		0		0		10,123,401,000		10,123,401,000

				18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場（一撃・百烈含む）_取扱高総額		435		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場（一撃・百烈含む） キョウユウ ザイコ イチバ イチゲキ ヒャク レツ フク		取扱高総額 ダカ ソウガク		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,802,038,000		1,754,399,000		1,936,040,000		1,722,216,000		1,813,282,000		2,021,113,000		0		0		0		0		0		0		11,049,088,000		5,492,477,000		5,556,611,000		0		0		11,049,088,000		11,049,088,000

				18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_取扱高		436		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,698,977,000		1,667,552,000		1,811,670,000		1,658,412,000		1,691,624,000		1,896,703,000														10,424,938,000		5,178,199,000		5,246,739,000		0		0		10,424,938,000		10,424,938,000

				18/12期_実績_四輪事業_一撃市場_取扱高		437		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		一撃市場 イチゲキ イチバ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		97,514,000		71,789,000		119,012,000		63,804,000		121,658,000		124,410,000														598,187,000		288,315,000		309,872,000		0		0		598,187,000		598,187,000

				18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_取扱高		438		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		5,547,000		15,058,000		5,358,000		0		0		0														25,963,000		25,963,000		0		0		0		25,963,000		25,963,000

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_会員数		439		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古車オークション チュウコ シャ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		4,368		4,362		4,369		4,358		4,368		4,352														4,352		4,369		4,352		0		0		4,352		0		ACMH参加会員 サンカ カイイン

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_総出品台数		440		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,307		4,260		5,857		4,629		4,870		7,028														30,951		14,424		16,527		0		0		30,951		30,951

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_純出品台数		441		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古車オークション チュウコ シャ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4,033		4,017		5,508		4,279		4,586		6,443														28,866		13,558		15,308		0		0		28,866		28,866

				18/12期_実績_四輪事業_VALUE_総出品台数		442		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,795		2,860		3,668		2,465		3,048		4,420														19,256		9,323		9,933		0		0		19,256		19,256

				18/12期_実績_四輪事業_VALUE_純出品台数		443		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		VALUE		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,653		2,731		3,487		2,465		2,943		4,139														18,418		8,871		9,547		0		0		18,418		18,418

				18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_総出品台数		444		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		10		15		8		0		0		0														33		33		0		0		0		33		33

				18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_純出品台数		445		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		10		12		7		0		0		0														29		29		0		0		0		29		29

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション_成約台数		446		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		中古車オークション チュウコ シャ		成約台数		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,488		1,538		1,791		1,216		1,623		1,899														9,555		4,817		4,738		0		0		9,555		9,555

				18/12期_実績_四輪事業_VALUE_成約台数		447		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		VALUE		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,261		1,350		1,470		1,004		1,369		1,562														8,016		4,081		3,935		0		0		8,016		8,016

				18/12期_実績_四輪事業_共有在庫市場_成約台数		448		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		共有在庫市場 キョウユウ ザイコ イチバ		成約台数		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		967		932		1,071		833		991		1,005														5,799		2,970		2,829		0		0		5,799		5,799

				18/12期_実績_四輪事業_一撃市場_成約台数		449		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		一撃市場 イチゲキ イチバ		成約台数		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		63		38		59		35		57		55														307		160		147		0		0		307		307

				18/12期_実績_四輪事業_百烈商談_成約台数		450		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		百烈商談 ヒャク レツ ショウダン		成約台数		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		4		10		3		0		0		0														17		17		0		0		0		17		17

				18/12期_実績_四輪事業_オークネット.jp_単独有償会員		451		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット.jp		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		11		11		10		11		11		11														11		10		11		0		0		11		0		オークネット.jp利用料15,000円/月

				18/12期_実績_四輪事業_オートバンクシステム_単独有償会員		452		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オートバンクシステム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		135		136		135		135		138		140														140		135		140		0		0		140		0		オートバンクシステム利用料9,800円/月

				18/12期_実績_四輪事業_オークネット保証_単独有償会員		453		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		オークネット保証 ホショウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		6		6		6		6		7		7														7		6		7		0		0		7		0

				18/12期_実績_四輪事業_サテロクプレミアム_単独有償会員		454		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		サテロクプレミアム		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		2		2		3		3		3		4														4		3		4		0		0		4		0		サテロクプレミアム利用料9,800円/月（2018年3月以前はオークプロタッチ） リヨウリョウ エン ツキ ネン ガツ イゼン

				18/12期_実績_四輪事業_AISテクニカルキャビネット_単独有償会員		455		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		AISテクニカルキャビネット		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		オークネット・メーカー系社団法人数を除く有償会員数※2018年3月でサービス終了。リニューアル後AISディクショナリーとなるが会員数はカウントしない。 ネン ガツ シュウリョウ ゴ カイインスウ

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_会員数		456		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,633		3,647		3,642		3,606		3,603		3,634														3,634		3,642		3,634		0		0		3,634		0		ライブ参加（ACMH）5,000円/月

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_取扱高		457		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ中継オークション		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		17,268,384,000		19,671,421,000		22,512,589,000		18,385,099,000		19,252,327,000		19,698,343,000														116,788,163,000		59,452,394,000		57,335,769,000		0		0		116,788,163,000		116,788,163,000

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会員数		458		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会員数 テイケイ カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		613		611		610		609		604		603														603		610		603		0		0		603		0		TAA・JU・JAA（2017年1月で終了）各会場より月額利用料をもらっている ネン ガツ シュウリョウ

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_中継台数		459		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ライブ中継オークション チュウケイ		中継台数 チュウケイ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		332,376		375,393		496,533		450,710		386,061		401,540														2,442,613		1,204,302		1,238,311		0		0		2,442,613		2,442,613

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_落札台数		460		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		22,405		25,243		30,908		26,673		26,334		25,621														157,184		78,556		78,628		0		0		157,184		157,184

				18/12期_実績_四輪事業_ライブ中継オークション_提携会場総成約台数		461		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ライブ中継オークション チュウケイ		提携会場総成約台数 テイケイ カイジョウ ソウ セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		207,029		235,018		307,811		265,898		231,330		237,176														1,484,262		749,858		734,404		0		0		1,484,262		1,484,262

				18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_取扱高		462		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		取扱高 ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		6,283,410,000		7,176,609,000		8,126,078,000		7,000,396,000		6,379,733,000		6,512,525,000														41,478,751,000		21,586,097,000		19,892,654,000		0		0		41,478,751,000		41,478,751,000

				18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_正会員数		463		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		正会員数 セイ カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		9,278		9,289		9,272		9,281		9,286		9,282														9,282		9,272		9,282		0		0		9,282		0		アイオーク利用料6,800円/月


				18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_オークネット会員総数		464		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		オークネット会員総数 カイイン ソウスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,506		3,503		3,516		3,516		3,518		3,515														3,515		3,516		3,515		0		0		3,515		0		オークネット会員アイオーク利用料5,800円／月（オークネットからアイオークへ支払い）

				18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_準会員総数		465		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		準会員総数 ジュンカイイン ソウスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,287		1,289		1,289		1,291		1,294		1,295														1,295		1,289		1,295		0		0		1,295		0		準会員月額無料

				18/12期_実績_四輪事業_落札代行サービス（アイオーク）_落札台数		466		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		落札代行サービス（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		落札台数 ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		8,386		9,012		10,563		9,254		8,342		8,619														54,176		27,961		26,215		0		0		54,176		54,176

				18/12期_実績_四輪事業_全国AA会場(ユーストカー参照)_成約台数		467		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		全国AA会場(ユーストカー参照) ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		339,811		396,552		526,171		436,196		390,031		406,347														2,495,108		1,262,534		1,232,574		0		0		2,495,108		2,495,108

				18/12期_実績_四輪事業_中古車オークション出品・共有在庫_検査台数		468		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		中古車オークション出品・共有在庫 チュウコ シャ シュッピン キョウユウ ザイコ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		13,402		15,177		17,490		15,161		14,762		16,199														92,191		46,069		46,122		0		0		92,191		92,191

				18/12期_実績_四輪事業_バイクオークション出品_検査台数		469		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		バイクオークション出品 シュッピン		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,254		3,350		4,290		5,020		4,186		3,792														23,892		10,894		12,998		0		0		23,892		23,892

				18/12期_実績_四輪事業_カーセンサー認定_検査台数		470		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		カーセンサー認定 ニンテイ		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		19,303		21,622		25,266		23,970		23,002		24,902														138,065		66,191		71,874		0		0		138,065		138,065

				18/12期_実績_四輪事業_会場受託_検査台数		471		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		車両検査台数 シャリョウ ケンサ ダイ スウ		会場受託 カイジョウ ジュタク		検査台数 ケンサ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		25,884		30,965		38,600		35,739		27,487		29,882														188,557		95,449		93,108		0		0		188,557		188,557

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_デジタルプロダクツ事業全体_取扱高総額		472		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		デジタルプロダクツ事業全体 ジギョウ ゼンタイ		取扱高総額 トリアツカイ ダカ ソウガク		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,683,489,299		1,782,973,473		2,694,543,538		1,647,630,452		1,481,959,048		1,554,004,093		0		0		0		0		0		0		10,844,599,903		6,161,006,310		4,683,593,593		0		0		10,844,599,903		10,844,599,903

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_取扱高		473		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		113,494,600		117,357,850		143,185,146		127,895,052		145,334,235		103,290,400														750,557,283		374,037,596		376,519,687		0		0		750,557,283		750,557,283		PCリアル・ORIX BPO・ORIXサーバー・セレクトマーケット

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古PC全体_会員数		474		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古PC全体 チュウコ ゼンタイ		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		293		293		289		291		292		301														301		289		301		0		0		301		0		有償（年会費60,000円）・無償含む ユウショウ ネンカイヒ エン ムショウ フク

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_出品台数		475		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		PCリアルオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		14,507		13,240		14,466		12,146		12,835		18,049														85,243		42,213		43,030		0		0		85,243		85,243

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_PCリアルオークション_成約台数		476		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		PCリアルオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		8,390		8,575		11,599		9,882		9,510		13,452														61,408		28,564		32,844		0		0		61,408		61,408

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_出品台数		477		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		ORIX BPOオークション		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,125		2,389		2,260		3,733		3,301		2,522														17,330		7,774		9,556		0		0		17,330		17,330

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_ORIX BPOオークション_成約台数		478		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ORIX BPOオークション		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,115		2,386		2,200		3,724		3,299		2,522														17,246		7,701		9,545		0		0		17,246		17,246

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_出品台数		479		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		セレクトマーケット		出品台数 シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		10,669		14,017		12,570		12,119		12,876		24,959														87,210		37,256		49,954		0		0		87,210		87,210

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_セレクトマーケット_成約台数		480		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		セレクトマーケット		成約台数 セイヤク ダイ スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		2,001		2,848		5,216		3,204		4,457		1,389														19,115		10,065		9,050		0		0		19,115		19,115

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_取扱高		481		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		1,569,994,699		1,665,615,623		2,551,358,392		1,519,735,400		1,336,624,813		1,450,713,693														10,094,042,620		5,786,968,714		4,307,073,906		0		0		10,094,042,620		10,094,042,620		KDDI取引金額 トリヒキ キンガク

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_バイヤー数		482		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		170		173		175		176		184		196														196		175		196		0		0		196		0

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_出品社数		483		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		会員数 カイインスウ		中古スマートフォン チュウコ		出品社数 シュッピン シャ スウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		社 シャ		1		1		1		1		1		1														1		1		1		0		0		1		0

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_売上高		484		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		240,446,817		382,489,781		497,124,595		301,638,630		281,231,557		299,538,574														2,002,469,954		1,120,061,193		882,408,761		0		0		2,002,469,954		2,002,469,954

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_中古スマートフォン_KDDI入庫台数		485		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		出品数 シュッピン カズ		中古スマートフォン チュウコ		KDDI入庫台数 ニュウコ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		167,054		124,740		151,230		111,885		106,866		75,506														737,281		443,024		294,257		0		0		737,281		737,281

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_KDDI_出品・落札台数		486		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		KDDI		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		105,127		141,391		175,625		118,774		96,765		103,206														740,888		422,143		318,745		0		0		740,888		740,888

				18/12期_実績_デジタルプロダクツ事業_その他_出品・落札台数		487		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		その他 タ		出品・落札台数 シュッピン ラクサツ ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		0		0		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_取扱高		488		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		バイクオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		474,655,000		534,554,000		746,614,000		657,421,000		654,498,000		608,237,000														3,675,979,000		1,755,823,000		1,920,156,000		0		0		3,675,979,000		3,675,979,000

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_プレミアム会員		489		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		プレミアム会員 カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		748		747		746		742		741		738														738		746		738		0		0		738		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_レギュラー会員		490		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		レギュラー会員 カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		470		469		463		456		456		455														455		463		455		0		0		455		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_トライ会員		491		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		トライ会員 カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		346		345		348		347		350		348														348		348		348		0		0		348		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_スタート会員		492		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		スタート会員 カイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,039		1,042		1,050		1,057		1,061		1,074														1,074		1,050		1,074		0		0		1,074		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_準会員		493		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		バイクオークション		準会員 ジュンカイイン		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,921		1,927		1,935		1,925		1,948		1,957														1,957		1,935		1,957		0		0		1,957		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_総出品台数		494		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,501		4,176		6,565		6,528		5,849		5,015														31,634		14,242		17,392		0		0		31,634		31,634

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_純出品台数		495		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		バイクオークション		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		3,358		3,971		6,285		6,252		5,536		4,776														30,178		13,614		16,564		0		0		30,178		30,178

				18/12期_実績_その他情報流通事業_バイクオークション_成約台数		496		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		バイクオークション		成約台数 セイヤク ダイスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		台 ダイ		1,532		1,894		2,813		2,610		2,345		2,135														13,329		6,239		7,090		0		0		13,329		13,329

				18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_取扱高		497		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		花きオークション カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		413,426,646		499,743,356		771,456,878		425,445,176		472,834,469		406,294,384														2,989,200,909		1,684,626,880		1,304,574,029		0		0		2,989,200,909		2,989,200,909		切花+鉢物+その他（輸出・贈答・資材・その他）の取扱高 キリバナ ハチモノ タ ユシュツ ゾウトウ シザイ タ トリアツカイ ダカ
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		18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_買参者会員数		498		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,081		1,086		1,087		1,086		1,085		1,085														1,085		1,087		1,085		0		0		1,085		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_花きオークション_生産者会員数		499		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		花きオークション カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		3,035		3,041		3,056		3,105		3,124		3,140														3,140		3,056		3,140		0		0		3,140		0

				18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_取扱高		500		その他情報流通事業 タ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ブランドオークション		取扱高 トリアツカイ ダカ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		円 エン		788,177,000		800,689,000		820,243,000		823,897,000		914,068,000		796,108,000														4,943,182,000		2,409,109,000		2,534,073,000		0		0		4,943,182,000		4,943,182,000

				18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_会員数		501		その他情報流通事業 タ		会員数 カイインスウ		ブランドオークション		会員数 カイインスウ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン		1,544		1,556		1,570		1,581		1,607		1,617														1,617		1,570		1,617		0		0		1,617		0		有償会員数（プレミアム・レギュラー） ユウショウ カイインスウ

				18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_出品数		502		その他情報流通事業 タ		出品数 シュッピン カズ		ブランドオークション		出品数 シュッピン カズ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		32,416		31,411		34,929		33,366		39,384		34,894														206,400		98,756		107,644		0		0		206,400		206,400

				18/12期_実績_その他情報流通事業_ブランドオークション_成約数		503		その他情報流通事業 タ		成約／落札数 セイヤク ラクサツ スウ		ブランドオークション		成約数 セイヤク カズ		18/12期 キ		実績 ジッセキ		品 シナ		24,198		23,314		26,696		25,308		29,976		25,755														155,247		74,208		81,039		0		0		155,247		155,247

				18/12期_実績_四輪事業_四輪全体_調整額		504		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		四輪全体 ヨンリン ゼンタイ		調整額 チョウセイ ガク		18/12期 キ		実績 ジッセキ		会員 カイイン												-60 														-60 		0		-60 		0		0		-60 				決算説明会資料の開示資料ミスがあったため追加。(20180827）ミスのまま開示。ミスがあった旨報告済み。 ケッサン セツメイカイ シリョウ カイジ シリョウ ツイカ カイジ ムネ ホウコク ズ
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																																																		3.4%





PPT

				中間決算説明会PPT用 チュウカン ケッサン セツメイ カイ ヨウ																												中間決算説明会PPT用 チュウカン ケッサン セツメイ カイ ヨウ																				中間決算説明会PPT用 チュウカン ケッサン セツメイ カイ ヨウ

				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ														Automobile Business（Segment Performance）														デジタルプロダクツ事業セグメント										Digital Product Business										その他情報流通事業セグメント タ														Other Information Distribution Business

				事業 ジギョウ		KPI		2018/12期
２Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				前年同期比						Business		KPI		First half 2018				Year-on-year						事業 ジギョウ		KPI		2018/12期
2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		前年同期比				Business		KPI		First half 2018		Year-on-year				事業 ジギョウ		KPI		2018/12期
2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ				前年同期比						Business		KPI		First half 2018				Year-on-year

				四輪事業合計 ヨンリン ジギョウ ゴウケイ		総成約･落札台数		227,038台				106.4%						Automobile Business
(Total)		Number of sold items		227,038units				106.4%						デジタルプロダクツ
事業全体 ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		108.4億円		77.9%				All of Digital Product
Business		Total transaction amount		¥10.84billion		77.9%				ブランド品		取扱高		49.4億円				114.9%						Pre-owned Luxury 
brand items		Total transaction amount		¥4.94billion				114.9%

						落札シェア		9.1%		0.5ポイント		0.5ポイント		増						Sales share ※1		9.1%		0.5ポイント		0.5point		up						総会員数 ソウ カイイン スウ		497		117.2%						Total number of members		497		117.2%						総出品商材数		206,400点				116.4%								Total number of listed items		206,400units				116.4%

						総会員数		14,399				99.6%								Total number of members		14,399				99.6%								流通台数 リュウツウ ダイスウ		838,657台		96.7%						Total sales units		838,657units		96.7%						成約率		75.2%		-3.9ポイント		3.9ポイント		減						Rate of sale		75.2%		-3.9point		3.9point		down

				中古車オークション		総出品台数		30,951台				106.5%						Used vehicle auctions		Total number of listed items		30,951units				106.5%																												総会員数		1,617				105.7%								Total number of members		1,617				105.7%

						成約台数		9,555台				114.2%								Number of sold items		9,555units				114.2%																										中古バイク		取扱高		36.7億円				93.5%						Used motorcycles		Total transaction amount		¥3.67billion				93.5%

						成約率		33.1%		2.4ポイント		2.4ポイント		増						Rate of sale		33.1%		2.4ポイント		2.4point		up																										総出品台数 ダイスウ		31,634台				103.8%								Total number of listed items		31,634units				103.8%

				共有在庫市場		成約台数		6,123台				112.2%						Shared inventory market		Number of sold items		6,123units				112.2%																												成約率		44.2%		-8.0ポイント		8.0ポイント		減						Rate of sale		44.2%		-8.0point		8.0point		down

				ライブ中継オークション 		中継台数		2,442,613台				96.2%						Live-linked auctions		Listed units		2,442,613units				96.2%																												総会員数		4,572				103.0%								Total number of members		4,572				103.0%

						落札台数		157,184台				110.9%								Sold units		157,184units				110.9%																										花き
（切花・鉢物） カ		取扱高		29.8億円				98.7%						Flowers
(cut and potted)		Total transaction amount		¥2.98billion				98.7%

				落札代行サービス（アイオーク）		落札台数		54,176台				93.8%						 Proxy bidding service (i-Auc)		Sold units		54,176units				93.8%						 																						総会員数(買参者)		1,085				99.0%								Total number of members（buyers）		1,085				99.0%

				車両検査サービス（AIS）		総検査台数		442,705台				104.6%						Used vehicle inspection service (AIS)		Total inspected units ※2		442,705units				104.6%																												総会員数(生産者)		3,140				104.7%								Total number of members（growers）		3,140				104.7%

				（※１）　当社総成約・落札台数実績合計（中古車オークション・共有在庫・ライブ中継オークション・落札代行サービスの成約台数合計）を全国
　　　　　オークション会場成約台数実績合計2,495,108台（ユーストカー総合版より）で除して算出しております。
（※２）　中古バイク検査を含みます。 トウシャ ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ ジッセキ ゴウケイ チュウコ シャ キョウユウ ザイコ チュウケイ ラクサツ ダイコウ セイヤク ダイスウ ゴウケイ ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ ジッセキ ゴウケイ ダイ ソウゴウ バン ジョ サンシュツ チュウコ ケンサ フク														※１ Aucnet’s total sales units (including Used vehicle auctions, Shared inventory market, Live-linked auctions and proxy bidding service) as a percentage of 2,495,108 total used vehicle sales units at auction nationwide (based on U-Car Full Data Book).
※２ Includes Used motorcycles inspections.



				落札代行サービス（アイオーク）		提携会場数 テイケイ カイジョウ スウ		119				会場 カイジョウ

				ライブ中継オークション 		提携会場数 テイケイ カイジョウ スウ		77				会場 カイジョウ

				全国AA会場（ユーストカー参照） ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイ スウ		2,495,108				台 ダイ



				期末決算説明会PPT用 キマツ ケッサン セツメイ カイ ヨウ																												中間決算説明会PPT用 チュウカン ケッサン セツメイ カイ ヨウ																				中間決算説明会PPT用 チュウカン ケッサン セツメイ カイ ヨウ

				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ														Automobile Business（Segment Performance）														デジタルプロダクツ事業セグメント										Digital Product Business										その他情報流通事業セグメント タ														Other Information Distribution Business

				事業 ジギョウ		KPI		2018/12期				前年同期比						Business		KPI		FY2018				Year-on-year						事業 ジギョウ		KPI		2018/12期		前年同期比				Business		KPI		FY2018		Year-on-year				事業 ジギョウ		KPI		2018/12期				前年同期比						Business		KPI		FY2018				Year-on-year

				四輪事業合計 ヨンリン ジギョウ ゴウケイ		総成約･落札台数		227,038台				54.4%						Automobile Business
(Total)		Number of sold items		227,038units				54.4%						デジタルプロダクツ
事業全体 ゼンタイ		取扱高 トリアツカイ ダカ		108.4億円		40.7%				All of Digital Product
Business		Total transaction amount		10.8billion		40.7%				ブランド品		取扱高		36.7億円				55.4%						Used Luxury brand items		Total transaction amount		3.6billion				55.4%

						落札シェア		9.1%		0.5ポイント		0.5ポイント		増						Sales share ※1		9.1%		0.5ポイント		0.5ポイント		up						総会員数 ソウ カイイン スウ		497		109.2%						Total members		497		109.2%						総出品商材数		206,400点				55.2%								Total number of listed items		206,400点				55.2%

						総会員数		14,399				99.7%								Total members		14,399				99.7%								流通台数 リュウツウ ダイスウ		838,657台		49.1%						Total sales units		838,657units		49.1%						成約率		75.2%		-3.9ポイント		3.9ポイント		減						Rate of sale		75.2%		-3.9point		3.9point		down

				中古車オークション		総出品台数		30,951台				52.9%						Used vehicle auctions		Total number of listed items		30,951units				52.9%																												総会員数		1,617				104.7%								Total members		1,617				104.7%

						成約台数		9,282台				54.9%								Number of sold items		9,282units				54.9%																										中古バイク		取扱高		29.8億円				49.5%						Used motorcycles		Total number of listed items		2.9billion				49.5%

						成約率		5417600.0%		2.4ポイント		2.4ポイント		増						Rate of sale		5417600.0%		2.4ポイント		2.4ポイント		up																										総出品台数 ダイスウ		31,634台				47.8%								Rate of sale		31,634台				47.8%

				共有在庫市場		成約台数		6,123台				53.3%						Shared inventory market		Number of sold items		6,123units				53.3%																												成約率		44.2%		-8.0ポイント		8.0ポイント		減						Total members		44.2%		-8.0point		8.0point		down

				ライブ中継オークション 		中継台数		750台				50.8%						Live-linked auctions		Listed units		750units				50.8%																												総会員数		4,572				100.9%								Total transaction amount		4,572				100.9%

						落札台数		301台				56.4%								Sold units		301units				56.4%																										花き
（切花・鉢物） カ		取扱高		49.4億円				45.7%						Flowers
(cut and potted)		Total transaction amount		4.9billion				45.7%

				落札代行サービス（アイオーク）		落札台数		54,176台				49.2%						The proxy bidding service（i-Auc）		Sold units		54,176units				49.2%						 																						総会員数(買参者)		0				100.4%								Total members（buyers）		0				100.4%

				車両検査サービス（AIS）		総検査台数		442,705台				52.5%						Used vehicle inspection service（AIS）		Total inspected units ※2		442,705units																																総会員数(生産者)		0				103.5%								Total members（growers）		0				103.5%

				（※１）　当社総成約・落札台数実績合計（中古車オークション・共有在庫・ライブ中継オークション・落札代行サービスの成約台数合計）を全国
　　　　　オークション会場成約台数実績合計2,495,108台（ユーストカー総合版より）で除して算出しております。
（※２）　中古バイク検査を含みます。 トウシャ ソウ セイヤク ラクサツ ダイスウ ジッセキ ゴウケイ チュウコ シャ キョウユウ ザイコ チュウケイ ラクサツ ダイコウ セイヤク ダイスウ ゴウケイ ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ ジッセキ ゴウケイ ダイ ソウゴウ バン ジョ サンシュツ チュウコ ケンサ フク														※１ Aucnet’s total sales units (including Used vehicle auctions, Shared inventory market, Live-linked auctions and proxy bidding service) as a percentage of 2,495,108 total used vehicle sales units at auction nationwide (based on U-Car Full Data Book).
※２ Includes Used motorcycles inspections.



				落札代行サービス（アイオーク）		提携会場数 テイケイ カイジョウ スウ						会場 カイジョウ

				ライブ中継オークション 		提携会場数 テイケイ カイジョウ スウ						会場 カイジョウ

				全国AA会場（ユーストカー参照） ゼンコク カイジョウ サンショウ		成約台数 セイヤク ダイ スウ		2,495,108				台 ダイ



















売上構成_円



						1.0		←何期まで累計かを入力（数字のみ） ナンキ ルイケイ ニュウリョク スウジ																				1.0																						1.0



				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計 ツウキ カミキ シモキ ゴウケイ																																																																		第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ

				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																																																														（単位：円・％） タンイ エン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン

				四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期														四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期 カミキ				上期 カミキ																		下期 シモキ				下期 シモキ																		第1四半期 ダイ シ				第1四半期 ダイ シ																		第2四半期 ダイ シ				第2四半期 ダイ シ																		第3四半期 ダイ シ				第3四半期 ダイ シ																		第4四半期 ダイ シ				第4四半期 ダイ シ

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		956,572,626		7.9%		1,187,000,048		9.3%		124.1%		515,505,900		8.4%		53.9%		43.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		458,462,500		7.5%		576,925,032		9.0%		125.8%		515,505,900		8.4%		112.4%		89.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		498,110,126		8.3%		610,075,016		9.7%		122.5%		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		226,063,400		7.2%		272,336,669		8.4%		120.5%		262,766,400		8.5%		116.2%		96.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		232,399,100		7.8%		304,588,363		9.6%		131.1%		252,739,500		8.4%		108.8%		83.0%		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		254,341,126		8.5%		323,716,749		2.5%		127.3%				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		243,769,000		8.2%		286,358,267		9.1%		117.5%				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,746,099,593		14.5%		1,754,169,480		13.8%		100.5%		1,016,027,990		16.6%		58.2%		57.9%		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		894,951,430		14.7%		908,882,927		14.2%		101.6%		1,016,027,990		16.6%		113.5%		111.8%		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		851,148,163		14.2%		845,286,553		13.4%		99.3%		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		471,286,710		15.1%		468,042,903		14.4%		99.3%		514,325,617		16.5%		109.1%		109.9%		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		423,664,720		14.2%		440,840,024		14.0%		104.1%		501,702,373		16.7%		118.4%		113.8%		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		432,244,055		14.4%		424,246,764		3.3%		98.1%				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		418,904,108		14.1%		421,039,789		13.4%		100.5%				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		2,349,315,105		19.5%		2,542,798,000		20.0%		108.2%		1,158,922,650		18.9%		49.3%		45.6%		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,229,515,855		20.2%		1,312,517,000		20.5%		106.8%		1,158,922,650		18.9%		94.3%		88.3%		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,119,799,250		18.7%		1,230,281,000		19.6%		109.9%		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		627,066,655		20.1%		663,139,000		20.4%		105.8%		595,689,400		19.2%		95.0%		89.8%		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		602,449,200		20.2%		649,378,000		20.6%		107.8%		563,233,250		18.7%		93.5%		86.7%		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		573,086,200		19.1%		623,249,000		4.9%		108.8%				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		546,713,050		18.4%		607,032,000		19.3%		111.0%				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-

				オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		5,051,987,324		41.8%		5,483,967,528		43.2%		108.6%		2,690,456,540		44.0%		53.3%		49.1%		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		2,582,929,785		42.3%		2,798,324,959		43.6%		108.3%		2,690,456,540		44.0%		104.2%		96.1%		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		2,469,057,539		41.3%		2,685,642,569		42.7%		108.8%		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		1,324,416,765		42.4%		1,403,518,572		43.1%		106.0%		1,372,781,417		44.2%		103.7%		97.8%		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		1,258,513,020		42.3%		1,394,806,387		44.1%		110.8%		1,317,675,123		43.8%		104.7%		94.5%		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		1,259,671,381		42.0%		1,371,212,513		10.8%		108.9%		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		オークション収入 シュウニュウ		1,209,386,158		40.6%		1,314,430,056		41.7%		108.7%		0		-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		1,926,275,309		16.0%		1,845,928,667		14.5%		95.8%		936,624,600		15.3%		48.6%		50.7%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		970,980,000		15.9%		931,495,152		14.5%		95.9%		936,624,600		15.3%		96.5%		100.6%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		955,295,309		16.0%		914,433,515		14.5%		95.7%		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		487,905,950		15.6%		467,934,562		14.4%		95.9%		472,655,850		15.2%		96.9%		101.0%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		483,074,050		16.2%		463,560,590		14.7%		96.0%		463,968,750		15.4%		96.0%		100.1%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		480,314,859		16.0%		459,300,091		3.6%		95.6%				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		474,980,450		16.0%		455,133,424		14.5%		95.8%				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		392,711,000		3.3%		384,488,750		3.0%		97.9%		183,180,750		3.0%		46.6%		47.6%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		195,418,000		3.2%		194,382,750		3.0%		99.5%		183,180,750		3.0%		93.7%		94.2%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		197,293,000		3.3%		190,106,000		3.0%		96.4%		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		95,938,000		3.1%		97,704,500		3.0%		101.8%		92,079,000		3.0%		96.0%		94.2%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		99,480,000		3.3%		96,678,250		3.1%		97.2%		91,101,750		3.0%		91.6%		94.2%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		99,105,750		3.3%		95,594,500		0.8%		96.5%				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		98,187,250		3.3%		94,511,500		3.0%		96.3%				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		802,681,600		6.6%		817,842,000		6.4%		101.9%		404,306,600		6.6%		50.4%		49.4%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		398,928,400		6.5%		406,260,000		6.3%		101.8%		404,306,600		6.6%		101.3%		99.5%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		403,753,200		6.8%		411,582,000		6.5%		101.9%		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		199,133,400		6.4%		202,416,000		6.2%		101.6%		202,783,600		6.5%		101.8%		100.2%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		199,795,000		6.7%		203,844,000		6.5%		102.0%		201,523,000		6.7%		100.9%		98.9%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		201,373,400		6.7%		205,077,000		1.6%		101.8%				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		202,379,800		6.8%		206,505,000		6.6%		102.0%				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-

				会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,121,667,909		25.9%		3,048,259,417		24.0%		97.6%		1,524,111,950		24.9%		48.8%		50.0%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		1,565,326,400		25.7%		1,532,137,902		23.9%		97.9%		1,524,111,950		24.9%		97.4%		99.5%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		1,556,341,509		26.0%		1,516,121,515		24.1%		97.4%		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		782,977,350		25.1%		768,055,062		23.6%		98.1%		767,518,450		24.7%		98.0%		99.9%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		782,349,050		26.3%		764,082,840		24.2%		97.7%		756,593,500		25.1%		96.7%		99.0%		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		780,794,009		26.1%		759,971,591		6.0%		97.3%		0		-		-		-		会費収入 カイヒ シュウニュウ		会費収入 カイヒ シュウニュウ		775,547,500		26.0%		756,149,924		24.0%		97.5%		0		-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		586,666,400		4.9%		616,574,212		4.9%		105.1%		278,360,200		4.5%		47.4%		45.1%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		297,451,800		4.9%		314,827,959		4.9%		105.8%		278,360,200		4.5%		93.6%		88.4%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		289,214,600		4.8%		301,746,253		4.8%		104.3%		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		149,913,200		4.8%		159,156,330		4.9%		106.2%		139,082,300		4.5%		92.8%		87.4%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		147,538,600		5.0%		155,671,629		4.9%		105.5%		139,277,900		4.6%		94.4%		89.5%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		140,803,100		4.7%		146,684,488		1.2%		104.2%				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		148,411,500		5.0%		155,061,765		4.9%		104.5%				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,324,793,500		19.3%		2,417,756,100		19.0%		104.0%		1,186,452,800		19.4%		51.0%		49.1%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,165,605,225		19.1%		1,215,003,850		18.9%		104.2%		1,186,452,800		19.4%		101.8%		97.7%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,159,188,275		19.4%		1,202,752,250		19.1%		103.8%		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		612,830,175		19.6%		639,396,850		19.6%		104.3%		581,677,600		18.7%		94.9%		91.0%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		552,775,050		18.6%		575,607,000		18.2%		104.1%		604,775,200		20.1%		109.4%		105.1%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		565,178,775		18.9%		587,544,300		4.6%		104.0%				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		594,009,500		20.0%		615,207,950		19.5%		103.6%				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ASS		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		AFP		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		0		-		0		-		-				-		-		-

				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,911,459,900		24.1%		3,034,330,312		23.9%		104.2%		1,464,813,000		23.9%		50.3%		48.3%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		1,463,057,025		24.0%		1,529,831,809		23.8%		104.6%		1,464,813,000		23.9%		100.1%		95.7%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		1,448,402,875		24.2%		1,504,498,503		23.9%		103.9%		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		762,743,375		24.4%		798,553,180		24.5%		104.7%		720,759,900		23.2%		94.5%		90.3%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		700,313,650		23.5%		731,278,629		23.1%		104.4%		744,053,100		24.7%		106.2%		101.7%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		705,981,875		23.6%		734,228,788		5.8%		104.0%		0		-		-		-		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		742,421,000		24.9%		770,269,715		24.5%		103.8%		0		-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		344,297,642		2.9%		327,456,621		2.6%		95.1%		164,517,524		2.7%		47.8%		50.2%		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		162,311,764		2.7%		172,026,808		2.7%		106.0%		164,517,524		2.7%		101.4%		95.6%		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		181,985,878		3.0%		155,429,813		2.5%		85.4%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		83,331,389		2.7%		89,670,961		2.8%		107.6%		90,869,155		2.9%		109.0%		101.3%		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		78,980,375		2.7%		82,355,847		2.6%		104.3%		73,648,369		2.4%		93.2%		89.4%		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		88,392,809		2.9%		78,025,480		0.6%		88.3%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ		93,593,069		3.1%		77,404,333		2.5%		82.7%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		8,511,365		0.1%		5,316,000		0.0%		62.5%		2,897,812		0.0%		34.0%		54.5%		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		5,554,125		0.1%		2,658,000		0.0%		47.9%		2,897,812		0.0%		52.2%		109.0%		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,957,240		0.0%		2,658,000		0.0%		89.9%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		3,786,125		0.1%		1,329,000		0.0%		35.1%		1,509,000		0.0%		39.9%		113.5%		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,768,000		0.1%		1,329,000		0.0%		75.2%		1,388,812		0.0%		78.6%		104.5%		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,599,200		0.1%		1,329,000		0.0%		83.1%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,358,040		0.0%		1,329,000		0.0%		97.9%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		390,371,559		3.2%		412,827,000		3.3%		105.8%		193,563,293		3.2%		49.6%		46.9%		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		196,751,364		3.2%		207,091,000		3.2%		105.3%		193,563,293		3.2%		98.4%		93.5%		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		193,620,195		3.2%		205,736,000		3.3%		106.3%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		97,028,147		3.1%		103,039,000		3.2%		106.2%		98,864,650		3.2%		101.9%		95.9%		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		99,723,217		3.4%		104,052,000		3.3%		104.3%		94,698,643		3.1%		95.0%		91.0%		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		93,528,010		3.1%		102,986,000		0.8%		110.1%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		100,092,185		3.4%		102,750,000		3.3%		102.7%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		116,096,215		1.0%		108,380,200		0.9%		93.4%		42,967,609		0.7%		37.0%		39.6%		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		64,793,519		1.1%		54,585,200		0.9%		84.2%		42,967,609		0.7%		66.3%		78.7%		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		51,302,696		0.9%		53,795,000		0.9%		104.9%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		25,185,246		0.8%		16,320,100		0.5%		64.8%		18,754,656		0.6%		74.5%		114.9%		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		39,608,273		1.3%		38,265,100		1.2%		96.6%		24,212,953		0.8%		61.1%		63.3%		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		25,480,070		0.9%		27,629,200		0.2%		108.4%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		25,822,626		0.9%		26,165,800		0.8%		101.3%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		ASS		196,491,100		1.6%		186,734,400		1.5%		95.0%		92,361,300		1.5%		47.0%		49.5%		その他収入 シュウニュウ		ASS		98,764,600		1.6%		93,724,800		1.5%		94.9%		92,361,300		1.5%		93.5%		98.5%		その他収入 シュウニュウ		ASS		97,726,500		1.6%		93,009,600		1.5%		95.2%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ASS		46,892,900		1.5%		45,879,000		1.4%		97.8%		45,502,700		1.5%		97.0%		99.2%		その他収入 シュウニュウ		ASS		51,871,700		1.7%		47,845,800		1.5%		92.2%		46,858,600		1.6%		90.3%		97.9%		その他収入 シュウニュウ		ASS		49,891,900		1.7%		46,951,800		0.4%		94.1%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ASS		47,834,600		1.6%		46,057,800		1.5%		96.3%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		AFP		415,135,556		3.4%		415,594,000		3.3%		100.1%		200,219,845		3.3%		48.2%		48.2%		その他収入 シュウニュウ		AFP		207,618,460		3.4%		199,485,000		3.1%		96.1%		200,219,845		3.3%		96.4%		100.4%		その他収入 シュウニュウ		AFP		207,517,096		3.5%		216,109,000		3.4%		104.1%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		AFP		102,788,320		3.3%		99,093,000		3.0%		96.4%		101,105,435		3.3%		98.4%		102.0%		その他収入 シュウニュウ		AFP		104,830,140		3.5%		100,392,000		3.2%		95.8%		99,114,410		3.3%		94.5%		98.7%		その他収入 シュウニュウ		AFP		104,606,998		3.5%		104,904,000		0.8%		100.3%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		AFP		102,910,098		3.5%		111,205,000		3.5%		108.1%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ		0		-		0		-		-				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		ランマート		789,553,103		6.5%		888,800,000		7.0%		112.6%		295,770,243		4.8%		37.5%		33.3%		その他収入 シュウニュウ		ランマート		397,437,440		6.5%		438,400,000		6.8%		110.3%		295,770,243		4.8%		74.4%		67.5%		その他収入 シュウニュウ		ランマート		392,115,663		6.6%		450,400,000		7.2%		114.9%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ランマート		215,923,143		6.9%		237,200,000		7.3%		109.9%		187,198,161		6.0%		86.7%		78.9%		その他収入 シュウニュウ		ランマート		181,514,297		6.1%		201,200,000		6.4%		110.8%		108,572,082		3.6%		59.8%		54.0%		その他収入 シュウニュウ		ランマート		185,683,263		6.2%		205,200,000		1.6%		110.5%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ランマート		206,432,400		6.9%		245,200,000		7.8%		118.8%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		294,234,271		2.4%		296,144,323		2.3%		100.6%		132,694,932		2.2%		45.1%		44.8%		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		143,036,365		2.3%		143,036,365		2.2%		100.0%		132,694,932		2.2%		92.8%		92.8%		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		151,197,906		2.5%		153,107,958		2.4%		101.3%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		76,768,239		2.5%		76,768,239		2.4%		100.0%		70,040,024		2.3%		91.2%		91.2%		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		66,268,126		2.2%		66,268,126		2.1%		100.0%		62,654,908		2.1%		94.5%		94.5%		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		68,466,955		2.3%		68,466,955		0.5%		100.0%				-		-		-		その他収入 シュウニュウ		ランマート勘定 カンジョウ		82,730,951		2.8%		84,641,003		2.7%		102.3%				-		-		-

				その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		2,554,690,811		21.2%		2,641,252,544		20.8%		103.4%		1,124,992,558		18.4%		44.0%		42.6%		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		1,276,267,637		20.9%		1,311,007,173		20.4%		102.7%		1,124,992,558		18.4%		88.1%		85.8%		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		1,278,423,174		21.4%		1,330,245,371		21.2%		104.1%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		651,703,509		20.9%		669,299,300		20.6%		102.7%		613,843,781		19.7%		94.2%		91.7%		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		624,564,128		21.0%		641,707,873		20.3%		102.7%		511,148,777		17.0%		81.8%		79.7%		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		617,649,205		20.6%		635,492,435		5.0%		102.9%		0		-		-		-		その他収入 シュウニュウ		その他収入 シュウニュウ		660,773,969		22.2%		694,752,936		22.1%		105.1%		0		-		-		-

				中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				3,813,811,977		31.6%		3,976,959,548		31.3%		104.3%		1,895,008,224		31.0%		49.7%		47.6%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				1,889,206,064		31.0%		1,995,274,951		31.1%		105.6%		1,895,008,224		31.0%		100.3%		95.0%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				1,924,605,913		32.2%		1,981,684,597		31.5%		103.0%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				947,213,939		30.3%		989,098,522		30.4%		104.4%		965,373,705		31.1%		101.9%		97.6%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				941,992,125		31.7%		1,006,176,429		31.8%		106.8%		929,634,519		30.9%		98.7%		92.4%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				963,851,894		32.2%		1,007,726,808		7.9%		104.6%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				960,754,019		32.3%		973,957,789		30.9%		101.4%		0		-		-		-

				ライブ中継（NWAA） チュウケイ				2,147,321,958		17.8%		2,143,974,230		16.9%		99.8%		1,202,106,552		19.6%		56.0%		56.1%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				1,095,923,555		18.0%		1,105,923,677		17.2%		100.9%		1,202,106,552		19.6%		109.7%		108.7%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				1,051,398,403		17.6%		1,038,050,553		16.5%		98.7%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				571,010,835		18.3%		567,076,403		17.4%		99.3%		607,913,617		19.6%		106.5%		107.2%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				524,912,720		17.6%		538,847,274		17.1%		102.7%		594,192,935		19.7%		113.2%		110.3%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				532,949,005		17.8%		521,170,264		4.1%		97.8%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				518,449,398		17.4%		516,880,289		16.4%		99.7%		0		-		-		-

				落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				3,542,368,264		29.3%		3,773,467,000		29.7%		106.5%		1,756,792,543		28.7%		49.6%		46.6%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				1,825,195,619		29.9%		1,925,868,000		30.0%		105.5%		1,756,792,543		28.7%		96.3%		91.2%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				1,717,172,645		28.7%		1,847,599,000		29.4%		107.6%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				923,228,202		29.5%		968,594,000		29.7%		104.9%		897,337,650		28.9%		97.2%		92.6%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				901,967,417		30.3%		957,274,000		30.3%		106.1%		859,454,893		28.5%		95.3%		89.8%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				867,987,610		29.0%		931,312,000		7.3%		107.3%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				849,185,035		28.5%		916,287,000		29.1%		107.9%		0		-		-		-

				車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				2,440,889,715		20.2%		2,526,136,300		19.9%		103.5%		1,229,420,409		20.1%		50.4%		48.7%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				1,230,398,744		20.2%		1,269,589,050		19.8%		103.2%		1,229,420,409		20.1%		99.9%		96.8%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				1,210,490,971		20.3%		1,256,547,250		20.0%		103.8%		0		-		-		-		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				638,015,421		20.4%		655,716,950		20.1%		102.8%		600,432,256		19.3%		94.1%		91.6%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				592,383,323		19.9%		613,872,100		19.4%		103.6%		628,988,153		20.9%		106.2%		102.5%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				590,658,845		19.7%		615,173,500		4.8%		104.2%		0		-		-		-		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				619,832,126		20.8%		641,373,750		20.4%		103.5%		0		-		-		-

				ASS				196,491,100		1.6%		186,734,400		1.5%		95.0%		92,361,300		1.5%		47.0%		49.5%		ASS				98,764,600		1.6%		93,724,800		1.5%		94.9%		92,361,300		1.5%		93.5%		98.5%		ASS				97,726,500		1.6%		93,009,600		1.5%		95.2%		0		-		-		-		ASS				46,892,900		1.5%		45,879,000		1.4%		97.8%		45,502,700		1.5%		97.0%		99.2%		ASS				51,871,700		1.7%		47,845,800		1.5%		92.2%		46,858,600		1.6%		90.3%		97.9%		ASS				49,891,900		1.7%		46,951,800		0.4%		94.1%		0		-		-		-		ASS				47,834,600		1.6%		46,057,800		1.5%		96.3%		0		-		-		-

				AFP				415,135,556		3.4%		415,594,000		3.3%		100.1%		200,219,845		3.3%		48.2%		48.2%		AFP				207,618,460		3.4%		199,485,000		3.1%		96.1%		200,219,845		3.3%		96.4%		100.4%		AFP				207,517,096		3.5%		216,109,000		3.4%		104.1%		0		-		-		-		AFP				102,788,320		3.3%		99,093,000		3.0%		96.4%		101,105,435		3.3%		98.4%		102.0%		AFP				104,830,140		3.5%		100,392,000		3.2%		95.8%		99,114,410		3.3%		94.5%		98.7%		AFP				104,606,998		3.5%		104,904,000		0.8%		100.3%		0		-		-		-		AFP				102,910,098		3.5%		111,205,000		3.5%		108.1%		0		-		-		-

				商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				ランマート				789,553,103		6.5%		888,800,000		7.0%		112.6%		295,770,243		4.8%		37.5%		33.3%		ランマート				397,437,440		6.5%		438,400,000		6.8%		110.3%		295,770,243		4.8%		74.4%		67.5%		ランマート				392,115,663		6.6%		450,400,000		7.2%		114.9%		0		-		-		-		ランマート				215,923,143		6.9%		237,200,000		7.3%		109.9%		187,198,161		6.0%		86.7%		78.9%		ランマート				181,514,297		6.1%		201,200,000		6.4%		110.8%		108,572,082		3.6%		59.8%		54.0%		ランマート				185,683,263		6.2%		205,200,000		1.6%		110.5%		0		-		-		-		ランマート				206,432,400		6.9%		245,200,000		7.8%		118.8%		0		-		-		-

				ランマート勘定 カンジョウ				294,234,271		2.4%		296,144,323		2.3%		100.6%		132,694,932		2.2%		45.1%		44.8%		ランマート勘定 カンジョウ				143,036,365		2.3%		143,036,365		2.2%		100.0%		132,694,932		2.2%		92.8%		92.8%		ランマート勘定 カンジョウ				151,197,906		2.5%		153,107,958		2.4%		101.3%		0		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				76,768,239		2.5%		76,768,239		2.4%		100.0%		70,040,024		2.3%		91.2%		91.2%		ランマート勘定 カンジョウ				66,268,126		2.2%		66,268,126		2.1%		100.0%		62,654,908		2.1%		94.5%		94.5%		ランマート勘定 カンジョウ				68,466,955		2.3%		68,466,955		0.5%		100.0%		0		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				82,730,951		2.8%		84,641,003		2.7%		102.3%		0		-		-		-

				四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				13,639,805,944		113.0%		14,207,809,801		111.9%		104.2%		6,804,374,048		111.2%		49.9%		47.9%		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				6,887,580,847		112.9%		7,171,301,843		111.8%		104.1%		6,804,374,048		111.2%		98.8%		94.9%		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				6,752,225,097		113.0%		7,036,507,958		112.0%		104.2%		0		-		-		-		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				3,521,840,999		112.7%		3,639,426,114		111.7%		103.3%		3,474,903,548		111.8%		98.7%		95.5%		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				3,365,739,848		113.1%		3,531,875,729		111.8%		104.9%		3,329,470,500		110.6%		98.9%		94.3%		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				3,364,096,470		112.2%		3,500,905,327		27.6%		104.1%		0		-		-		-		四輪事業売上合計 ヨンリン ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				3,388,128,627		113.8%		3,535,602,631		112.3%		104.4%		0		-		-		-

		 		連結調整勘定				△ 1,564,263,183		-		△ 1,506,453,301		-		-		△ 684,212,198		-		-		-		連結調整勘定				△ 786,538,049		-		△ 754,745,654		-		-		△ 684,212,198		-		-		-		連結調整勘定				△ 777,725,134		-		△ 751,707,647		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 396,371,743		-		△ 382,516,853		-		-		△ 366,034,135		-		-		-		連結調整勘定				△ 390,166,306		-		△ 372,228,801		-		-		△ 318,178,063		-		-		-		連結調整勘定				△ 366,870,773		-		△ 364,912,735		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 410,854,361		-		△ 386,794,912		-		-		0		-		-		-

				四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				12,075,542,761		100.0%		12,701,356,500		100.0%		105.2%		6,120,161,850		100.0%		50.7%		48.2%		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				6,101,042,798		100.0%		6,416,556,189		100.0%		105.2%		6,120,161,850		100.0%		100.3%		95.4%		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				5,974,499,963		100.0%		6,284,800,311		100.0%		105.2%		0		-		-		-		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				3,125,469,256		100.0%		3,256,909,261		100.0%		104.2%		3,108,869,413		100.0%		99.5%		95.5%		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,975,573,542		100.0%		3,159,646,928		100.0%		106.2%		3,011,292,437		100.0%		101.2%		95.3%		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,997,225,697		100.0%		3,135,992,592		24.7%		104.6%				-		-		-		四輪事業売上合計（連結調整後） ヨンリンジ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,977,274,266		100.0%		3,148,807,719		100.0%		105.8%				-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				793,930,277		20.8%		899,632,607		22.6%		113.3%		444,456,433		23.5%		56.0%		49.4%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				366,209,078		19.4%		456,432,952		22.9%		124.6%		444,456,433		23.5%		121.4%		97.4%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				427,721,199		22.2%		443,199,655		22.4%		103.6%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				204,888,539		21.6%		225,179,166		22.8%		109.9%		243,506,690		25.2%		118.8%		108.1%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				161,320,539		17.1%		231,253,786		23.0%		143.4%		200,949,743		21.6%		124.6%		86.9%		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				225,848,424		23.4%		250,482,658		24.9%		110.9%				-		-		-		中古車オークション（四輪事業部） チュウコ クルマ ヨンリン ジギョウ ブ				201,872,775		21.0%		192,716,997		19.8%		95.5%				-		-		-

				ライブ中継（NWAA） チュウケイ				1,541,821,134		71.8%		1,491,973,710		69.6%		96.8%		851,818,375		70.9%		55.2%		57.1%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				793,223,412		72.4%		772,684,803		69.9%		97.4%		851,818,375		70.9%		107.4%		110.2%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				748,597,722		71.2%		719,288,907		69.3%		96.1%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				420,151,217		73.6%		405,380,996		71.5%		96.5%		441,391,773		72.6%		105.1%		108.9%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				373,072,195		71.1%		367,303,807		68.2%		98.5%		410,426,602		69.1%		110.0%		111.7%		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				381,925,454		71.7%		359,314,200		68.9%		94.1%				-		-		-		ライブ中継（NWAA） チュウケイ				366,672,268		70.7%		359,974,707		69.6%		98.2%				-		-		-

				落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				1,158,777,031		32.7%		1,181,290,000		31.3%		101.9%		615,745,113		35.0%		53.1%		52.1%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				601,802,522		33.0%		609,818,000		31.7%		101.3%		615,745,113		35.0%		102.3%		101.0%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				556,974,509		32.4%		571,472,000		30.9%		102.6%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				306,753,050		33.2%		305,811,000		31.6%		99.7%		330,144,410		36.8%		107.6%		108.0%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				295,049,472		32.7%		304,007,000		31.8%		103.0%		285,600,703		33.2%		96.8%		93.9%		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				284,348,309		32.8%		292,256,000		31.4%		102.8%				-		-		-		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ				272,626,200		32.1%		279,216,000		30.5%		102.4%				-		-		-

				車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				284,174,567		11.6%		271,864,900		10.8%		95.7%		128,909,763		10.5%		45.4%		47.4%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				166,200,190		13.5%		137,503,400		10.8%		82.7%		128,909,763		10.5%		77.6%		93.8%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				117,974,377		9.7%		134,361,500		10.7%		113.9%		0		-		-		-		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				116,176,074		18.2%		93,948,500		14.3%		80.9%		67,457,757		11.2%		58.1%		71.8%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				50,024,116		8.4%		43,554,900		7.1%		87.1%		61,452,006		9.8%		122.8%		141.1%		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				51,478,289		8.7%		63,028,150		10.2%		122.4%				-		-		-		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ				66,496,088		10.7%		71,333,350		11.1%		107.3%				-		-		-

				ASS				1,972,786		1.0%		△ 10,802,645		-		-		△ 871,579		-		-		-		ASS				△ 1,744,305		-		△ 5,121,541		-		-		△ 871,579		-		-		-		ASS				3,717,091		3.8%		△ 5,681,104		-		-		0		-		-		-		ASS				△ 1,712,127		-		△ 2,249,857		-		-		△ 92,540		-		-		-		ASS				△ 32,178		-		△ 2,871,684		-		-		△ 779,039		-		-		-		ASS				2,958,258		5.9%		△ 1,493,508		-		-				-		-		-		ASS				758,833		1.6%		△ 4,187,596		-		-				-		-		-

				AFP				△ 38,346,169		-		10,167,997		2.4%		-		12,966,297		6.5%		-		127.5%		AFP				△ 20,068,240		-		△ 74,001		-		-		12,966,297		6.5%		-		-		AFP				△ 18,277,929		-		10,241,998		4.7%		-		0		-		-		-		AFP				△ 6,021,807		-		△ 183,000		-		-		12,925,811		12.8%		-		-		AFP				△ 14,046,433		-		108,999		0.1%		-		40,486		0.0%		-		37.1%		AFP				△ 11,323,937		-		4,315,999		4.1%		-				-		-		-		AFP				△ 6,953,992		-		5,925,999		5.3%		-				-		-		-

				商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 83,813,787		-		△ 72,935,705		-		-		△ 47,374,193		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 41,640,463		-		△ 47,882,636		-		-		△ 47,374,193		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 42,173,324		-		△ 25,053,069		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 20,548,115		-		△ 23,696,242		-		-		△ 15,960,037		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 21,092,348		-		△ 24,186,394		-		-		△ 31,414,156		-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 21,278,615		-		△ 945,000		-		-				-		-		-		商品サービス戦略室 ショウヒン センリャク シツ				△ 20,894,709		-		△ 24,108,069		-		-				-		-		-

				流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 19,978,313		-		△ 39,163,323		-		-		△ 19,774,181		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 15,881		-		△ 19,581,662		-		-		△ 19,774,181		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 19,962,432		-		△ 19,581,661		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				0		-		△ 9,448,749		-		-		△ 9,412,875		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 15,881		-		△ 10,132,913		-		-		△ 10,361,306		-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 9,547,682		-		△ 9,558,510		-		-				-		-		-		流通改革推進室 リュウツウ カイカク スイシン シツ				△ 10,414,750		-		△ 10,023,151		-		-				-		-		-

				ランマート				△ 14,561,714		-		△ 20,219,567		-		-		△ 4,706,281		-		-		-		ランマート				△ 7,038,848		-		△ 260,000		-		-		△ 4,706,281		-		-		-		ランマート				△ 7,522,866		-		△ 19,959,567		-		-		0		-		-		-		ランマート				△ 1,340,708		-		2,155,000		0.9%		-		△ 3,512,229		-		-		-		ランマート				△ 5,698,140		-		△ 2,415,000		-		-		△ 1,194,052		-		-		-		ランマート				△ 3,428,625		-		△ 23,774,567		-		-				-		-		-		ランマート				△ 4,094,241		-		3,815,000		1.6%		-				-		-		-

				ランマート勘定 カンジョウ				△ 20,423,391		-		△ 22,735,872		-		-		△ 9,115,326		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 10,179,504		-		△ 11,473,894		-		-		△ 9,115,326		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 10,243,887		-		△ 11,261,978		-		-		0		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 5,088,210		-		△ 5,718,080		-		-		△ 6,450,435		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 5,091,294		-		△ 5,755,814		-		-		△ 2,664,891		-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 5,147,805		-		△ 5,863,923		-		-				-		-		-		ランマート勘定 カンジョウ				△ 5,096,082		-		△ 5,398,055		-		-				-		-		-

				四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,603,552,421		26.4%		3,689,072,102		26.0%		102.4%		1,972,054,421		29.0%		54.7%		53.5%		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,846,747,961		26.8%		1,892,045,421		26.4%		102.5%		1,972,054,421		29.0%		106.8%		104.2%		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,756,804,460		26.0%		1,797,026,681		25.5%		102.3%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,013,257,913		28.8%		991,178,734		27.2%		97.8%		1,059,998,325		30.5%		104.6%		106.9%		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				833,490,048		24.8%		900,866,687		25.5%		108.1%		912,056,096		27.4%		109.4%		101.2%		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				895,832,070		26.6%		927,761,499		26.5%		103.6%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計 ヨンリン ジギョウ エイギョウ リエキ ゴウケイ				860,972,390		25.4%		869,265,182		24.6%		101.0%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 205,209,827		-		△ 15,062,967		-		-		△ 2,118,018		-		-		-		連結調整勘定				△ 130,925,678		-		△ 7,215,385		-		-		△ 2,118,018		-		-		-		連結調整勘定				△ 74,284,149		-		△ 7,847,582		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 94,330,068		-		1,183,741		-		-		△ 1,716,037		-		-		-		連結調整勘定				△ 36,595,610		-		△ 8,399,126		-		-		△ 401,981		-		-		-		連結調整勘定				△ 25,097,794		-		△ 3,592,625		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 49,186,355		-		△ 4,254,957		-		-		0		-		-		-

				四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				3,398,342,594		28.1%		3,674,009,135		28.9%		108.1%		1,969,936,403		32.2%		58.0%		53.6%		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,715,822,283		28.1%		1,884,830,036		29.4%		109.8%		1,969,936,403		32.2%		114.8%		104.5%		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,682,520,311		28.2%		1,789,179,099		28.5%		106.3%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				918,927,845		29.4%		992,362,475		30.5%		108.0%		1,058,282,288		34.0%		115.2%		106.6%		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				796,894,438		26.8%		892,467,561		28.2%		112.0%		911,654,115		30.3%		114.4%		102.1%		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				870,734,276		29.1%		924,168,874		29.5%		106.1%				-		-		-		四輪事業営業利益合計（連結調整後） ヨンリンジ エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				811,786,035		27.3%		865,010,225		27.5%		106.6%				-		-		-

				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計 ツウキ カミキ シモキ ゴウケイ																																																																		第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ

				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ																																																														（単位：円・％） タンイ エン				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン

				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						中古PC（RTA） チュウコ		110,845,300		2.7%		113,139,000		2.2%		102.1%		57,455,348		2.7%		51.8%		50.8%				中古PC（RTA） チュウコ		56,691,571		2.4%		57,587,000		2.8%		101.6%		57,455,348		2.7%		101.3%		99.8%				中古PC（RTA） チュウコ		54,153,729		3.1%		55,552,000		1.8%		102.6%		0		-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		31,441,985		2.4%		29,275,000		3.0%		93.1%		28,526,258		2.4%		90.7%		97.4%				中古PC（RTA） チュウコ		25,249,586		2.4%		28,312,000		2.7%		112.1%		28,929,090		3.2%		114.6%		102.2%				中古PC（RTA） チュウコ		26,310,293		3.3%		28,888,000		2.4%		109.8%				-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		27,843,436		2.9%		26,664,000		1.4%		95.8%				-		-		-

						中古スマートフォン（GA） チュウコ		2,189,870,136		53.1%		2,816,500,000		54.9%		128.6%		1,176,788,776		56.3%		53.7%		41.8%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		1,380,181,023		58.4%		1,001,050,000		49.0%		72.5%		1,176,788,776		56.3%		85.3%		117.6%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		809,689,113		45.9%		1,815,450,000		58.9%		224.2%		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		779,854,932		60.2%		487,800,000		49.5%		62.6%		670,151,298		56.8%		85.9%		137.4%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		600,326,091		56.2%		513,250,000		48.6%		85.5%		506,637,478		55.5%		84.4%		98.7%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		416,689,172		52.1%		768,750,000		63.1%		184.5%				-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		392,999,941		40.8%		1,046,700,000		56.1%		266.3%				-		-		-

						New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ				-				-		-				-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-				-		-		-

						オークション収入 シュウニュウ		2,300,715,436		55.8%		2,929,639,000		57.2%		127.3%		1,234,244,124		59.0%		53.6%		42.1%				オークション収入 シュウニュウ		1,436,872,594		60.8%		1,058,637,000		51.8%		73.7%		1,234,244,124		59.0%		85.9%		116.6%				オークション収入 シュウニュウ		863,842,842		49.0%		1,871,002,000		60.7%		216.6%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		811,296,917		62.6%		517,075,000		52.5%		63.7%		698,677,556		59.3%		86.1%		135.1%				オークション収入 シュウニュウ		625,575,677		58.6%		541,562,000		51.3%		86.6%		535,566,568		58.7%		85.6%		98.9%				オークション収入 シュウニュウ		442,999,465		55.4%		797,638,000		65.4%		180.1%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		420,843,377		43.7%		1,073,364,000		57.6%		255.1%		0		-		-		-

						中古PC（RTA） チュウコ		5,440,000		0.1%		5,450,000		0.1%		100.2%		3,065,000		0.1%		56.3%		56.2%				中古PC（RTA） チュウコ		2,520,000		0.1%		2,580,000		0.1%		102.4%		3,065,000		0.1%		121.6%		118.8%				中古PC（RTA） チュウコ		2,920,000		0.2%		2,870,000		0.1%		98.3%		0		-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		1,170,000		0.1%		1,200,000		0.1%		102.6%		1,475,000		0.1%		126.1%		122.9%				中古PC（RTA） チュウコ		1,350,000		0.1%		1,380,000		0.1%		102.2%		1,590,000		0.2%		117.8%		115.2%				中古PC（RTA） チュウコ		1,440,000		0.2%		1,460,000		0.1%		101.4%				-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		1,480,000		0.2%		1,410,000		0.1%		95.3%				-		-		-

						中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						会費収入		5,440,000		0.1%		5,450,000		0.1%		100.2%		3,065,000		0.1%		56.3%		56.2%				会費収入		2,520,000		0.1%		2,580,000		0.1%		102.4%		3,065,000		0.1%		121.6%		118.8%				会費収入		2,920,000		0.2%		2,870,000		0.1%		98.3%		0		-		-		-				会費収入		1,170,000		0.1%		1,200,000		0.1%		102.6%		1,475,000		0.1%		126.1%		122.9%				会費収入		1,350,000		0.1%		1,380,000		0.1%		102.2%		1,590,000		0.2%		117.8%		115.2%				会費収入		1,440,000		0.2%		1,460,000		0.1%		101.4%		0		-		-		-				会費収入		1,480,000		0.2%		1,410,000		0.1%		95.3%		0		-		-		-

						中古PC（RTA） チュウコ		145,615,343		3.5%		155,752,200		3.0%		107.0%		36,360,075		1.7%		25.0%		23.3%				中古PC（RTA） チュウコ		31,970,237		1.4%		51,350,000		2.5%		160.6%		36,360,075		1.7%		113.7%		70.8%				中古PC（RTA） チュウコ		113,645,106		6.4%		104,402,200		3.4%		91.9%		0		-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		10,232,195		0.8%		5,420,000		0.5%		53.0%		14,308,461		1.2%		139.8%		264.0%				中古PC（RTA） チュウコ		21,738,042		2.0%		45,930,000		4.3%		211.3%		22,051,614		2.4%		101.4%		48.0%				中古PC（RTA） チュウコ		9,721,444		1.2%		7,620,000		0.6%		78.4%				-		-		-				中古PC（RTA） チュウコ		103,923,662		10.8%		96,782,200		5.2%		93.1%				-		-		-

						中古スマートフォン（GA） チュウコ		1,674,520,467		40.6%		2,035,000,000		39.7%		121.5%		840,128,583		40.2%		50.2%		41.3%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		891,118,067		37.7%		929,500,000		45.5%		104.3%		840,128,583		40.2%		94.3%		90.4%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		783,402,400		44.4%		1,105,500,000		35.8%		141.1%		0		-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		472,341,467		36.5%		462,000,000		46.9%		97.8%		464,357,300		39.4%		98.3%		100.5%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		418,776,600		39.2%		467,500,000		44.3%		111.6%		375,771,283		41.2%		89.7%		80.4%				中古スマートフォン（GA） チュウコ		346,373,500		43.3%		412,500,000		33.8%		119.1%				-		-		-				中古スマートフォン（GA） チュウコ		437,028,900		45.4%		693,000,000		37.2%		158.6%				-		-		-

						New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ				-				-		-				-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-				-		-		-				New Business推進室 スイシンシツ		0		-		0		-		-				-		-		-

						その他収入		1,820,135,810		44.1%		2,190,752,200		42.7%		120.4%		876,488,658		41.9%		48.2%		40.0%				その他収入		923,088,304		39.1%		980,850,000		48.0%		106.3%		876,488,658		41.9%		95.0%		89.4%				その他収入		897,047,506		50.9%		1,209,902,200		39.2%		134.9%		0		-		-		-				その他収入		482,573,662		37.3%		467,420,000		47.4%		96.9%		478,665,761		40.6%		99.2%		102.4%				その他収入		440,514,642		41.3%		513,430,000		48.6%		116.6%		397,822,897		43.6%		90.3%		77.5%				その他収入		356,094,944		44.5%		420,120,000		34.5%		118.0%		0		-		-		-				その他収入		540,952,562		56.2%		789,782,200		42.4%		146.0%		0		-		-		-

				中古PC（RTA） チュウコ				261,900,643		6.3%		274,341,200		5.4%		104.8%		96,880,423		4.6%		37.0%		35.3%		中古PC（RTA） チュウコ				91,181,808		3.9%		111,517,000		5.5%		122.3%		96,880,423		4.6%		106.2%		86.9%		中古PC（RTA） チュウコ				170,718,835		9.7%		162,824,200		5.3%		95.4%		0		-		-		-		中古PC（RTA） チュウコ				42,844,180		3.3%		35,895,000		3.6%		83.8%		44,309,719		3.8%		103.4%		123.4%		中古PC（RTA） チュウコ				48,337,628		4.5%		75,622,000		7.2%		156.4%		52,570,704		5.8%		108.8%		69.5%		中古PC（RTA） チュウコ				37,471,737		4.7%		37,968,000		3.1%		101.3%		0		-		-		-		中古PC（RTA） チュウコ				133,247,098		13.8%		124,856,200		6.7%		93.7%		0		-		-		-

				中古スマートフォン（GA） チュウコ				3,864,390,603		93.7%		4,851,500,000		94.6%		125.5%		2,016,917,359		96.5%		52.2%		41.6%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				2,271,299,090		96.1%		1,930,550,000		94.5%		85.0%		2,016,917,359		96.5%		88.8%		104.5%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				1,593,091,513		90.4%		2,920,950,000		94.7%		183.4%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA） チュウコ				1,252,196,399		96.7%		949,800,000		96.4%		75.9%		1,134,508,598		96.2%		90.6%		119.4%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				1,019,102,691		95.5%		980,750,000		92.8%		96.2%		882,408,761		96.7%		86.6%		90.0%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				763,062,672		95.4%		1,181,250,000		96.9%		154.8%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA） チュウコ				830,028,841		86.2%		1,739,700,000		93.3%		209.6%		0		-		-		-

				New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				4,126,291,246		100.0%		5,125,841,200		100.0%		124.2%		2,113,797,782		101.1%		51.2%		41.2%		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,362,480,898		100.0%		2,042,067,000		100.0%		86.4%		2,113,797,782		101.1%		89.5%		103.5%		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,763,810,348		100.1%		3,083,774,200		100.0%		174.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,295,040,579		100.0%		985,695,000		100.0%		76.1%		1,178,818,317		100.0%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,067,440,319		100.0%		1,056,372,000		100.0%		99.0%		934,979,465		102.5%		87.6%		88.5%		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				800,534,409		100.1%		1,219,218,000		100.0%		152.3%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				963,275,939		100.0%		1,864,556,200		100.0%		193.6%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 915,160		-		0		-		-		△ 22,818,166		-		-		-		連結調整勘定				△ 208		-		0		-		-		△ 22,818,166		-		-		-		連結調整勘定				△ 914,952		-		0		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		0		-		-		916		0.0%		-		-		連結調整勘定				△ 208		-		0		-		-		△ 22,819,082		-		-		-		連結調整勘定				△ 914,920		-		0		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 32		-		0		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				4,125,376,086		100.0%		5,125,841,200		100.0%		124.3%		2,090,979,616		100.0%		50.7%		40.8%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,362,480,690		100.0%		2,042,067,000		100.0%		86.4%		2,090,979,616		100.0%		88.5%		102.4%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,762,895,396		100.0%		3,083,774,200		100.0%		174.9%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,295,040,579		100.0%		985,695,000		100.0%		76.1%		1,178,819,233		100.0%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,067,440,111		100.0%		1,056,372,000		100.0%		99.0%		912,160,383		100.0%		85.5%		86.3%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				799,619,489		100.0%		1,219,218,000		100.0%		152.5%				-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				963,275,907		100.0%		1,864,556,200		100.0%		193.6%				-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキ ヒ				利益率 リエキ リツ		前期比		予算比

				中古PC（RTA） チュウコ				23,366,970		8.9%		8,947,413		3.3%		38.3%		14,648,881		15.1%		62.7%		163.7%		中古PC（RTA） チュウコ				12,539,214		13.8%		1,946,094		1.7%		15.5%		14,648,881		15.1%		116.8%		752.7%		中古PC（RTA） チュウコ				10,827,756		6.3%		7,001,319		4.3%		64.7%		0		-		-		-		中古PC（RTA） チュウコ				7,468,593		17.4%		△ 2,808,751		-		-		5,674,307		12.8%		76.0%		-		中古PC（RTA） チュウコ				5,070,621		10.5%		4,754,845		6.3%		93.8%		8,974,574		17.1%		177.0%		188.7%		中古PC（RTA） チュウコ				△ 2,863,308		-		△ 3,320,886		-		-				-		-		-		中古PC（RTA） チュウコ				13,691,064		10.3%		10,322,205		8.3%		75.4%				-		-		-

				中古スマートフォン（GA） チュウコ				2,047,938,768		53.0%		2,501,572,909		51.6%		122.2%		1,171,015,598		58.1%		57.2%		46.8%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				1,296,547,993		57.1%		896,307,103		46.4%		69.1%		1,171,015,598		58.1%		90.3%		130.6%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				751,390,775		47.2%		1,605,265,806		55.0%		213.6%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA） チュウコ				752,283,015		60.1%		421,951,465		44.4%		56.1%		701,050,947		61.8%		93.2%		166.1%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				544,264,978		53.4%		474,355,638		48.4%		87.2%		469,964,651		53.3%		86.3%		99.1%		中古スマートフォン（GA） チュウコ				393,563,631		51.6%		617,231,300		52.3%		156.8%				-		-		-		中古スマートフォン（GA） チュウコ				357,827,144		43.1%		988,034,506		56.8%		276.1%				-		-		-

				New Business推進室 スイシンシツ				△ 34,921,451		-		△ 13,484,080		-		-		△ 6,723,987		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 23,519,931		-		△ 6,742,040		-		-		△ 6,723,987		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 11,401,520		-		△ 6,742,040		-		-		0		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 11,569,331		-		△ 3,294,429		-		-		△ 3,332,914		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 11,950,600		-		△ 3,447,611		-		-		△ 3,391,073		-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 8,679,054		-		△ 3,319,740		-		-				-		-		-		New Business推進室 スイシンシツ				△ 2,722,466		-		△ 3,422,300		-		-				-		-		-

				デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				2,036,384,287		49.4%		2,497,036,242		48.7%		122.6%		1,178,940,492		55.8%		57.9%		47.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,285,567,276		54.4%		891,511,157		43.7%		69.3%		1,178,940,492		55.8%		91.7%		132.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				750,817,011		42.6%		1,605,525,085		52.1%		213.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				748,182,277		57.8%		415,848,285		42.2%		55.6%		703,392,340		59.7%		94.0%		169.1%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				537,384,999		50.3%		475,662,872		45.0%		88.5%		475,548,152		50.9%		88.5%		100.0%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				382,021,269		47.7%		610,590,674		50.1%		159.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				368,795,742		38.3%		994,934,411		53.4%		269.8%		0		-		-		-

				連結調整勘定				0		-		18,000,000		-		-		9,000,000		-		-		50.0%		連結調整勘定				0		-		9,000,000		-		-		9,000,000		-		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		9,000,000		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		4,500,000		-		-		4,500,000		491266.4%		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		4,500,000		-		-		4,500,000		-		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		4,500,000		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		4,500,000		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,036,384,287		49.4%		2,515,036,242		49.1%		123.5%		1,187,940,492		56.8%		58.3%		47.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,285,567,276		54.4%		900,511,157		44.1%		70.0%		1,187,940,492		56.8%		92.4%		131.9%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				750,817,011		42.6%		1,614,525,085		52.4%		215.0%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				748,182,277		57.8%		420,348,285		42.6%		56.2%		707,892,340		60.1%		94.6%		168.4%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				537,384,999		50.3%		480,162,872		45.5%		89.4%		480,048,152		52.6%		89.3%		100.0%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				382,021,269		47.8%		615,090,674		50.4%		161.0%				-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				368,795,742		38.3%		999,434,411		53.6%		271.0%				-		-		-

				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計 ツウキ カミキ シモキ ゴウケイ																																																																		第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ

				その他情報流通事業セグメント タ																																																														（単位：円・％） タンイ エン				その他情報流通事業セグメント タ																																								（単位：円・％） タンイ エン				その他情報流通事業セグメント タ																																								（単位：円・％） タンイ エン

				その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期														その他情報流通事業 タ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		534,967,020		20.5%		566,723,690		20.6%		105.9%		240,114,651		18.1%		44.9%		42.4%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		245,899,907		19.3%		259,856,000		19.2%		105.7%		240,114,651		18.1%		97.6%		92.4%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		289,067,113		21.7%		306,867,690		22.0%		106.2%		0		-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		135,322,366		21.1%		142,134,990		21.1%		105.0%		134,644,158		20.1%		99.5%		94.7%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		110,577,541		17.4%		117,721,010		17.4%		106.5%		105,470,493		16.1%		95.4%		89.6%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		142,043,971		21.2%		149,633,660		21.5%		105.3%				-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		147,023,142		22.3%		157,234,030		22.4%		106.9%				-		-		-

						ブランド品 ヒン		667,705,269		25.6%		722,779,250		26.3%		108.2%		369,737,559		27.9%		55.4%		51.2%				ブランド品 ヒン		323,278,262		25.3%		353,676,716		26.2%		109.4%		369,737,559		27.9%		114.4%		104.5%				ブランド品 ヒン		344,427,007		25.9%		369,102,534		26.4%		107.2%		0		-		-		-				ブランド品 ヒン		153,337,212		23.9%		163,020,746		24.2%		106.3%		180,404,480		27.0%		117.7%		110.7%				ブランド品 ヒン		169,941,050		26.7%		190,655,970		28.1%		112.2%		189,333,079		20.8%		111.4%		99.3%				ブランド品 ヒン		164,017,960		24.5%		181,520,424		26.1%		110.7%				-		-		-				ブランド品 ヒン		180,409,047		27.3%		187,582,110		26.8%		104.0%				-		-		-

						中古バイク チュウコ		474,557,295		18.2%		516,483,262		18.8%		108.8%		228,102,300		17.2%		48.1%		44.2%				中古バイク チュウコ		238,558,340		18.7%		261,658,906		19.4%		109.7%		228,102,300		17.2%		95.6%		87.2%				中古バイク チュウコ		235,998,955		17.7%		254,824,356		18.2%		108.0%		0		-		-		-				中古バイク チュウコ		109,970,250		17.2%		124,516,768		18.5%		113.2%		105,729,750		15.8%		96.1%		84.9%				中古バイク チュウコ		128,588,090		20.2%		137,142,138		20.2%		106.7%		122,372,550		13.4%		95.2%		89.2%				中古バイク チュウコ		126,864,750		18.9%		127,718,372		18.4%		100.7%				-		-		-				中古バイク チュウコ		109,134,205		16.5%		127,105,984		18.1%		116.5%				-		-		-

						オークション収入 シュウニュウ		1,677,229,584		64.3%		1,805,986,202		65.7%		107.7%		837,954,510		63.3%		50.0%		46.4%				オークション収入 シュウニュウ		807,736,509		63.3%		875,191,622		64.8%		108.4%		837,954,510		63.3%		103.7%		95.7%				オークション収入 シュウニュウ		869,493,075		65.4%		930,794,580		66.6%		107.1%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		398,629,828		62.2%		429,672,504		63.8%		107.8%		420,778,388		62.9%		105.6%		97.9%				オークション収入 シュウニュウ		409,106,681		64.4%		445,519,118		65.8%		108.9%		417,176,122		45.7%		102.0%		93.6%				オークション収入 シュウニュウ		432,926,681		64.6%		458,872,456		65.9%		106.0%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		436,566,394		66.1%		471,922,124		67.3%		108.1%		0		-		-		-

						花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		110,816,200		4.3%		109,931,000		4.0%		99.2%		53,590,600		4.0%		48.4%		48.7%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,766,800		4.4%		54,890,800		4.1%		98.4%		53,590,600		4.0%		96.1%		97.6%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,049,400		4.1%		55,040,200		3.9%		100.0%		0		-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,910,000		4.4%		27,423,400		4.1%		98.3%		26,941,600		4.0%		96.5%		98.2%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,856,800		4.4%		27,467,400		4.1%		98.6%		26,649,000		2.9%		95.7%		97.0%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,671,600		4.1%		27,519,000		4.0%		99.4%				-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,377,800		4.1%		27,521,200		3.9%		100.5%				-		-		-

						ブランド品 ヒン		107,785,139		4.1%		114,823,000		4.2%		106.5%		56,637,700		4.3%		52.5%		49.3%				ブランド品 ヒン		52,817,739		4.1%		56,509,000		4.2%		107.0%		56,637,700		4.3%		107.2%		100.2%				ブランド品 ヒン		54,967,400		4.1%		58,314,000		4.2%		106.1%		0		-		-		-				ブランド品 ヒン		26,127,810		4.1%		28,027,000		4.2%		107.3%		27,709,000		4.1%		106.1%		98.9%				ブランド品 ヒン		26,689,929		4.2%		28,482,000		4.2%		106.7%		28,928,700		3.2%		108.4%		101.6%				ブランド品 ヒン		27,327,400		4.1%		28,932,000		4.2%		105.9%				-		-		-				ブランド品 ヒン		27,640,000		4.2%		29,382,000		4.2%		106.3%				-		-		-

						中古バイク チュウコ		236,665,800		9.1%		234,995,000		8.6%		99.3%		115,038,100		8.7%		48.6%		49.0%				中古バイク チュウコ		118,932,520		9.3%		117,501,500		8.7%		98.8%		115,038,100		8.7%		96.7%		97.9%				中古バイク チュウコ		117,733,280		8.9%		117,493,500		8.4%		99.8%		0		-		-		-				中古バイク チュウコ		59,897,500		9.3%		58,896,300		8.7%		98.3%		57,782,220		8.6%		96.5%		98.1%				中古バイク チュウコ		59,035,020		9.3%		58,605,200		8.7%		99.3%		57,255,880		6.3%		97.0%		97.7%				中古バイク チュウコ		59,018,560		8.8%		58,828,100		8.5%		99.7%				-		-		-				中古バイク チュウコ		58,714,720		8.9%		58,665,400		8.4%		99.9%				-		-		-

						会費収入 カイヒ シュウニュウ		455,267,139		17.5%		459,749,000		16.7%		101.0%		225,266,400		17.0%		49.5%		49.0%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		227,517,059		17.8%		228,901,300		16.9%		100.6%		225,266,400		17.0%		99.0%		98.4%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		227,750,080		17.1%		230,847,700		16.5%		101.4%		0		-		-		-				会費収入 カイヒ シュウニュウ		113,935,310		17.8%		114,346,700		17.0%		100.4%		112,432,820		16.8%		98.7%		98.3%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		113,581,749		17.9%		114,554,600		16.9%		100.9%		112,833,580		12.4%		99.3%		98.5%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		114,017,560		17.0%		115,279,100		16.6%		101.1%		0		-		-		-				会費収入 カイヒ シュウニュウ		113,732,520		17.2%		115,568,600		16.5%		101.6%		0		-		-		-

						花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		248,343,826		9.5%		250,000,104		9.1%		100.7%		135,833,075		10.3%		54.7%		54.3%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		130,156,961		10.2%		132,257,527		9.8%		101.6%		135,833,075		10.3%		104.4%		102.7%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		118,186,865		8.9%		117,742,577		8.4%		99.6%		0		-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		70,464,189		11.0%		71,495,108		10.6%		101.5%		74,687,009		11.2%		106.0%		104.5%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		59,692,772		9.4%		60,762,419		9.0%		101.8%		61,146,066		6.7%		102.4%		100.6%				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		56,891,365		8.5%		58,866,025		8.5%		103.5%				-		-		-				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		61,295,500		9.3%		58,876,552		8.4%		96.1%				-		-		-

						ブランド品 ヒン		61,320,681		2.4%		52,500,000		1.9%		85.6%		39,171,712		3.0%		63.9%		74.6%				ブランド品 ヒン		26,317,531		2.1%		25,850,000		1.9%		98.2%		39,171,712		3.0%		148.8%		151.5%				ブランド品 ヒン		35,003,150		2.6%		26,650,000		1.9%		76.1%		0		-		-		-				ブランド品 ヒン		13,481,226		2.1%		14,700,000		2.2%		109.0%		18,709,942		2.8%		138.8%		127.3%				ブランド品 ヒン		12,836,305		2.0%		11,150,000		1.6%		86.9%		20,461,770		2.2%		159.4%		183.5%				ブランド品 ヒン		21,315,806		3.2%		14,950,000		2.1%		70.1%				-		-		-				ブランド品 ヒン		13,687,344		2.1%		11,700,000		1.7%		85.5%				-		-		-

						中古バイク チュウコ		164,689,995		6.3%		183,432,220		6.7%		111.4%		86,531,957		6.5%		52.5%		47.2%				中古バイク チュウコ		84,819,805		6.6%		90,486,870		6.7%		106.7%		86,531,957		6.5%		102.0%		95.6%				中古バイク チュウコ		79,870,190		6.0%		92,945,350		6.7%		116.4%		0		-		-		-				中古バイク チュウコ		43,696,509		6.8%		44,291,820		6.6%		101.4%		41,890,017		6.3%		95.9%		94.6%				中古バイク チュウコ		41,123,296		6.5%		46,195,050		6.8%		112.3%		44,641,940		4.9%		108.6%		96.6%				中古バイク チュウコ		45,004,286		6.7%		48,892,050		7.0%		108.6%				-		-		-				中古バイク チュウコ		34,865,904		5.3%		44,053,300		6.3%		126.4%				-		-		-

						その他収入 タ シュウニュウ		474,354,502		18.2%		485,932,324		17.7%		102.4%		261,536,744		19.7%		55.1%		53.8%				その他収入 タ シュウニュウ		241,294,297		18.9%		248,594,397		18.4%		103.0%		261,536,744		19.7%		108.4%		105.2%				その他収入 タ シュウニュウ		233,060,205		17.5%		237,337,927		17.0%		101.8%		0		-		-		-				その他収入 タ シュウニュウ		127,641,924		19.9%		130,486,928		19.4%		102.2%		135,286,968		20.2%		106.0%		103.7%				その他収入 タ シュウニュウ		113,652,373		17.9%		118,107,469		17.4%		103.9%		126,249,776		13.8%		111.1%		106.9%				その他収入 タ シュウニュウ		123,211,457		18.4%		122,708,075		17.6%		99.6%		0		-		-		-				その他収入 タ シュウニュウ		109,848,748		16.6%		114,629,852		16.3%		104.4%		0		-		-		-

				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				894,127,046		34.3%		926,654,794		33.7%		103.6%		429,538,326		32.4%		48.0%		46.4%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				431,823,668		33.8%		447,004,327		33.1%		103.5%		429,538,326		32.4%		99.5%		96.1%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				462,303,378		34.8%		479,650,467		34.3%		103.8%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				233,696,555		36.5%		241,053,498		35.8%		103.1%		236,272,767		35.3%		101.1%		98.0%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				198,127,113		31.2%		205,950,829		30.4%		103.9%		193,265,559		21.2%		97.5%		93.8%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				226,606,936		33.8%		236,018,685		33.9%		104.2%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				235,696,442		35.7%		243,631,782		34.7%		103.4%		0		-		-		-

				ブランド品 ヒン				836,811,089		32.1%		890,102,250		32.4%		106.4%		465,546,971		35.1%		55.6%		52.3%		ブランド品 ヒン				402,413,532		31.5%		436,035,716		32.3%		108.4%		465,546,971		35.1%		115.7%		106.8%		ブランド品 ヒン				434,397,557		32.7%		454,066,534		32.5%		104.5%		0		-		-		-		ブランド品 ヒン				192,946,248		30.1%		205,747,746		30.5%		106.6%		226,823,422		33.9%		117.6%		110.2%		ブランド品 ヒン				209,467,284		33.0%		230,287,970		34.0%		109.9%		238,723,549		26.2%		114.0%		103.7%		ブランド品 ヒン				212,661,166		31.7%		225,402,424		32.4%		106.0%		0		-		-		-		ブランド品 ヒン				221,736,391		33.6%		228,664,110		32.6%		103.1%		0		-		-		-

				中古バイク チュウコ				875,913,090		33.6%		934,910,482		34.0%		106.7%		429,672,357		32.4%		49.1%		46.0%		中古バイク チュウコ				442,310,665		34.7%		469,647,276		34.8%		106.2%		429,672,357		32.4%		97.1%		91.5%		中古バイク チュウコ				433,602,425		32.6%		465,263,206		33.3%		107.3%		0		-		-		-		中古バイク チュウコ				213,564,259		33.3%		227,704,888		33.8%		106.6%		205,401,987		30.7%		96.2%		90.2%		中古バイク チュウコ				228,746,406		36.0%		241,942,388		35.7%		105.8%		224,270,370		24.6%		98.0%		92.7%		中古バイク チュウコ				230,887,596		34.5%		235,438,522		33.8%		102.0%		0		-		-		-		中古バイク チュウコ				202,714,829		30.7%		229,824,684		32.8%		113.4%		0		-		-		-

				その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				2,606,851,225		100.0%		2,751,667,526		100.1%		105.6%		1,324,757,654		100.0%		50.8%		48.1%		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				1,276,547,865		100.0%		1,352,687,319		100.1%		106.0%		1,324,757,654		100.0%		103.8%		97.9%		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				1,330,303,360		100.0%		1,398,980,207		100.1%		105.2%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				640,207,062		99.9%		674,506,132		100.1%		105.4%		668,498,176		100.0%		104.4%		99.1%		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				636,340,803		100.1%		678,181,187		100.1%		106.6%		656,259,478		71.9%		103.1%		96.8%		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				670,155,698		100.0%		696,859,631		100.1%		104.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計 タ ウリアゲ ゴウケイ				660,147,662		100.0%		702,120,576		100.1%		106.4%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 93,264		-		△ 3,540,000		-		-		△ 11		-		-		-		連結調整勘定				△ 93,251		-		△ 1,770,001		-		-		△ 11		-		-		-		連結調整勘定				△ 13		-		△ 1,769,999		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				626,676		0.1%		△ 885,001		-		-		△ 1		-		-		-		連結調整勘定				△ 719,927		-		△ 885,000		-		-		△ 10		-		-		-		連結調整勘定				△ 11		-		△ 884,999		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 2		-		△ 885,000		-		-		0		-		-		-

				その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				2,606,757,961		100.0%		2,748,127,526		100.0%		105.4%		1,324,757,643		100.0%		50.8%		48.2%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,276,454,614		100.0%		1,350,917,318		100.0%		105.8%		1,324,757,643		100.0%		103.8%		98.1%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,330,303,347		100.0%		1,397,210,208		100.0%		105.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				640,833,738		100.0%		673,621,131		100.0%		105.1%		668,498,175		100.0%		104.3%		99.2%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				635,620,876		100.0%		677,296,187		100.0%		106.6%		656,259,468		71.9%		103.2%		96.9%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				670,155,687		100.0%		695,974,632		100.0%		103.9%				-		-		-		その他情報流通事業売上合計（連結調整後） タ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				660,147,660		100.0%		701,235,576		100.0%		106.2%				-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比		予算比

				花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				133,461,326		14.9%		153,027,594		16.5%		114.7%		36,173,460		8.4%		27.1%		23.6%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				37,924,881		8.8%		53,747,227		12.0%		141.7%		36,173,460		8.4%		95.4%		67.3%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				95,536,445		20.7%		99,280,367		20.7%		103.9%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				33,935,039		14.5%		40,065,448		16.6%		118.1%		32,420,197		13.7%		95.5%		80.9%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				3,989,842		2.0%		13,681,779		6.6%		342.9%		3,753,263		1.9%		94.1%		27.4%		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				46,407,067		20.5%		46,413,635		19.7%		100.0%				-		-		-		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				49,129,378		20.8%		52,866,732		21.7%		107.6%				-		-		-

				ブランド品 ヒン				277,187,463		33.1%		300,742,815		33.8%		108.5%		165,314,095		35.5%		59.6%		55.0%		ブランド品 ヒン				125,760,821		31.3%		145,714,490		33.4%		115.9%		165,314,095		35.5%		131.5%		113.5%		ブランド品 ヒン				151,426,642		34.9%		155,028,325		34.1%		102.4%		0		-		-		-		ブランド品 ヒン				60,387,298		31.3%		63,776,860		31.0%		105.6%		83,862,927		37.0%		138.9%		131.5%		ブランド品 ヒン				65,373,523		31.2%		81,937,630		35.6%		125.3%		81,451,168		34.1%		124.6%		99.4%		ブランド品 ヒン				77,208,215		36.3%		80,047,545		35.5%		103.7%				-		-		-		ブランド品 ヒン				74,218,427		33.5%		74,980,780		32.8%		101.0%				-		-		-

				中古バイク チュウコ				145,392,971		16.6%		158,316,700		16.9%		108.9%		67,273,455		15.7%		46.3%		42.5%		中古バイク チュウコ				74,313,834		16.8%		82,171,711		17.5%		110.6%		67,273,455		15.7%		90.5%		81.9%		中古バイク チュウコ				71,079,137		16.4%		76,144,989		16.4%		107.1%		0		-		-		-		中古バイク チュウコ				39,837,288		18.7%		44,078,965		19.4%		110.6%		38,414,066		18.7%		96.4%		87.1%		中古バイク チュウコ				34,476,546		15.1%		38,092,746		15.7%		110.5%		28,859,389		12.9%		83.7%		75.8%		中古バイク チュウコ				45,506,068		19.7%		45,295,896		19.2%		99.5%				-		-		-		中古バイク チュウコ				25,573,069		12.6%		30,849,093		13.4%		120.6%				-		-		-

				その他情報流通事業営業利益合計 タ				556,041,760		21.3%		612,087,109		22.2%		110.1%		268,761,010		20.3%		48.3%		43.9%		その他情報流通事業営業利益合計 タ				237,999,536		18.6%		281,633,428		20.8%		118.3%		268,761,010		20.3%		112.9%		95.4%		その他情報流通事業営業利益合計 タ				318,042,224		23.9%		330,453,681		23.6%		103.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計 タ				134,159,625		21.0%		147,921,273		21.9%		110.3%		154,697,190		11.7%		115.3%		104.6%		その他情報流通事業営業利益合計 タ				103,839,911		16.3%		133,712,155		19.7%		128.8%		114,063,820		8.6%		109.8%		85.3%		その他情報流通事業営業利益合計 タ				169,121,350		25.2%		171,757,076		24.6%		101.6%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計 タ				148,920,874		22.6%		158,696,605		22.6%		106.6%		0		-		-		-

				連結調整勘定				225,035,726		-		36,000,000		-		16.0%		26,818,544		-		11.9%		74.5%		連結調整勘定				133,480,437		-		18,000,000		-		13.5%		26,818,544		-		20.1%		149.0%		連結調整勘定				91,555,289		-		18,000,000		-		19.7%		0		-		-		-		連結調整勘定				95,073,470		15171.1%		9,000,001		-		9.5%		13,300,284		-		14.0%		147.8%		連結調整勘定				38,406,967		-		8,999,999		-		23.4%		13,518,260		-		35.2%		150.2%		連結調整勘定				38,927,229		-		9,000,001		-		23.1%		0		-		-		-		連結調整勘定				52,628,060		-		8,999,999		-		17.1%		0		-		-		-

				その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				781,077,486		30.0%		648,087,109		23.6%		83.0%		295,579,554		22.3%		37.8%		45.6%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				371,479,973		29.1%		299,633,428		22.2%		80.7%		295,579,554		22.3%		79.6%		98.6%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				409,597,513		30.8%		348,453,681		24.9%		85.1%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				229,233,095		35.8%		156,921,274		23.3%		68.5%		167,997,474		25.1%		73.3%		107.1%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				142,246,878		22.4%		142,712,154		21.1%		100.3%		127,582,080		19.4%		89.7%		89.4%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				208,048,579		31.0%		180,757,077		26.0%		86.9%				-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後） タ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				201,548,934		30.5%		167,696,604		23.9%		83.2%				-		-		-

				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計 ツウキ カミキ シモキ ゴウケイ																																																																		第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ

				その他事業セグメント ジギョウ																																																														（単位：円・％） タンイ エン				その他事業セグメント ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン				その他事業セグメント ジギョウ																																								（単位：円・％） タンイ エン

				その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期														その他事業 タ ジギョウ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						国際プロフィット コクサイ		184,769,000		15.5%		148,485,000		13.6%		80.4%		51,814,000		5.7%		28.0%		34.9%				国際プロフィット コクサイ		105,702,000		17.7%		50,312,500		10.2%		47.6%		51,814,000		5.7%		49.0%		103.0%				国際プロフィット コクサイ		79,067,000		13.3%		98,172,500		16.4%		124.2%		0		-		-		-				国際プロフィット コクサイ		61,504,000		21.8%		24,390,000		11.0%		39.7%		28,375,000		6.4%		46.1%		116.3%				国際プロフィット コクサイ		44,198,000		14.1%		25,922,500		9.6%		58.7%		23,439,000		5.1%		53.0%		90.4%				国際プロフィット コクサイ		37,860,000		11.5%		40,837,500		15.4%		107.9%				-		-		-				国際プロフィット コクサイ		41,207,000		15.6%		57,335,000		17.2%		139.1%				-		-		-

						新規コスト シンキ		106,092		0.0%		12,000,000		1.1%		11310.9%		300,440		0.0%		283.2%		2.5%				新規コスト シンキ		88,092		0.0%		6,000,000		1.2%		6811.1%		300,440		0.0%		341.1%		5.0%				新規コスト シンキ		18,000		0.0%		6,000,000		1.0%		33333.3%		0		-		-		-				新規コスト シンキ		2,528		0.0%		3,000,000		1.4%		118670.9%		300,440		0.1%		11884.5%		10.0%				新規コスト シンキ		85,564		0.0%		3,000,000		1.1%		3506.1%		0		-		-		-				新規コスト シンキ		1,000		0.0%		3,000,000		1.1%		300000.0%				-		-		-				新規コスト シンキ		17,000		0.0%		3,000,000		0.9%		17647.1%				-		-		-

						検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		18,946,661		1.6%		33,750,000		3.1%		178.1%		78,667		0.0%		0.4%		0.2%				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		88,327		0.0%		12,250,000		2.5%		13868.9%		78,667		0.0%		89.1%		0.6%				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		18,858,334		3.2%		21,500,000		3.6%		114.0%		0		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		88,327		0.0%		0		-		-		0		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		0		-		12,250,000		4.5%		-		78,667		0.0%		-		0.6%				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		0		-		0		-		-				-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		18,858,334		7.1%		21,500,000		6.5%		114.0%				-		-		-

						中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		77,184,923		6.5%		53,113,200		4.9%		68.8%		58,712,994		6.5%		76.1%		110.5%				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		33,618,854		5.6%		25,966,400		5.3%		77.2%		58,712,994		6.5%		174.6%		226.1%				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		43,566,069		7.3%		27,146,800		4.5%		62.3%		0		-		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		8,848,479		3.1%		11,243,000		5.1%		127.1%		12,293,728		2.8%		138.9%		109.3%				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		24,770,375		7.9%		14,723,400		5.5%		59.4%		46,419,266		10.0%		187.4%		315.3%				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		19,373,447		5.9%		12,623,400		4.8%		65.2%				-		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		24,192,622		9.1%		14,523,400		4.4%		60.0%				-		-		-

						KITARO		28,372,220		2.4%		121,560,000		11.2%		428.4%		38,378,434		4.2%		135.3%		31.6%				KITARO		7,295,680		1.2%		45,300,000		9.2%		620.9%		38,378,434		4.2%		526.0%		84.7%				KITARO		21,076,540		3.5%		76,260,000		12.8%		361.8%		0		-		-		-				KITARO		1,744,600		0.6%		18,510,000		8.3%		1061.0%		15,998,550		3.6%		917.0%		86.4%				KITARO		5,551,080		1.8%		26,790,000		9.9%		482.6%		22,379,884		4.8%		403.2%		83.5%				KITARO		7,468,191		2.3%		34,350,000		13.0%		460.0%				-		-		-				KITARO		13,608,349		5.1%		41,910,000		12.6%		308.0%				-		-		-

						不動産 フドウサン		0		-		7,550,000		0.7%		-		249,500		0.0%		-		3.3%				不動産 フドウサン		0		-		4,250,000		0.9%		-		249,500		0.0%		-		5.9%				不動産 フドウサン		0		-		3,300,000		0.6%		-		0		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		1,000,000		0.5%		-		237,000		0.1%		-		23.7%				不動産 フドウサン		0		-		3,250,000		1.2%		-		12,500		0.0%		-		0.4%				不動産 フドウサン		0		-		3,300,000		1.2%		-				-		-		-				不動産 フドウサン				-				-		-				-		-		-

				新規合計 シンキ ゴウケイ				309,378,896		26.0%		376,458,200		34.6%		121.7%		149,534,035		16.5%		48.3%		39.7%		新規合計 シンキ ゴウケイ				146,792,953		24.6%		144,078,900		29.3%		98.2%		149,534,035		16.5%		101.9%		103.8%		新規合計 シンキ ゴウケイ				162,585,943		27.3%		232,379,300		38.9%		142.9%		0		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				72,187,934		25.5%		58,143,000		26.2%		80.5%		57,204,718		12.8%		79.2%		98.4%		新規合計 シンキ ゴウケイ				74,605,019		23.8%		85,935,900		31.9%		115.2%		92,329,317		20.0%		123.8%		107.4%		新規合計 シンキ ゴウケイ				64,702,638		19.6%		94,110,900		35.5%		145.5%		0		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				97,883,305		37.0%		138,268,400		41.5%		141.3%		0		-		-		-

				㈱オークネット・アイビーエス				124,949,680		10.5%		115,070,055		10.6%		92.1%		78,840,870		8.7%		63.1%		68.5%		㈱オークネット・アイビーエス				77,198,616		12.9%		78,953,370		16.1%		102.3%		78,840,870		8.7%		102.1%		99.9%		㈱オークネット・アイビーエス				47,751,064		8.0%		36,116,685		6.0%		75.6%		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				43,504,052		15.4%		30,386,685		13.7%		69.8%		47,536,685		10.7%		109.3%		156.4%		㈱オークネット・アイビーエス				33,694,564		10.7%		48,566,685		18.0%		144.1%		31,304,185		6.8%		92.9%		64.5%		㈱オークネット・アイビーエス				47,751,064		14.4%		32,816,685		12.4%		68.7%				-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				0		-		3,300,000		1.0%		-				-		-		-

				㈱JBTV				912,403,570		76.6%		550,070,351		50.5%		60.3%		300,948,038		33.1%		33.0%		54.7%		㈱JBTV				502,288,497		84.3%		350,578,844		71.4%		69.8%		300,948,038		33.1%		59.9%		85.8%		㈱JBTV				410,115,073		68.9%		199,491,507		33.4%		48.6%		0		-		-		-		㈱JBTV				230,112,515		81.4%		173,404,322		78.1%		75.4%		170,227,376		38.1%		74.0%		98.2%		㈱JBTV				272,175,982		86.8%		177,174,522		65.8%		65.1%		130,720,662		28.3%		48.0%		73.8%		㈱JBTV				364,887,884		110.4%		158,274,822		59.8%		43.4%				-		-		-		㈱JBTV				45,227,189		17.1%		41,216,685		12.4%		91.1%				-		-		-

				㈱アシスト				163,713,911		13.7%		166,946,422		15.3%		102.0%		241,067,365		26.5%		147.2%		144.4%		㈱アシスト				0		-		0		-		-		241,067,365		26.5%		-		-		㈱アシスト				163,713,911		27.5%		166,946,422		27.9%		102.0%		0		-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		121,217,396		27.2%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		119,849,969		25.9%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-				-		-		-		㈱アシスト				163,713,911		61.8%		166,946,422		50.2%		102.0%				-		-		-

				㈱オークネットメディカル				77,347,342		6.5%		143,033,000		13.1%		184.9%		65,285,617		7.2%		84.4%		45.6%		㈱オークネットメディカル				59,136,298		9.9%		85,076,000		17.3%		143.9%		65,285,617		7.2%		110.4%		76.7%		㈱オークネットメディカル				18,211,044		3.1%		57,957,000		9.7%		318.3%		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				31,683,420		11.2%		37,704,000		17.0%		119.0%		46,495,454		10.4%		146.8%		123.3%		㈱オークネットメディカル				27,452,878		8.8%		47,372,000		17.6%		172.6%		18,790,163		4.1%		68.4%		39.7%		㈱オークネットメディカル				18,211,044		5.5%		57,957,000		21.9%		318.3%				-		-		-		㈱オークネットメディカル				0		-		0		-		-				-		-		-

				AUCNET HK LIMITED				209,677,545		17.6%		191,465,997		17.6%		91.3%		69,056,958		7.6%		32.9%		36.1%		AUCNET HK LIMITED				117,537,847		19.7%		86,910,997		17.7%		73.9%		69,056,958		7.6%		58.8%		79.5%		AUCNET HK LIMITED				92,139,698		15.5%		104,555,000		17.5%		113.5%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				60,863,960		21.5%		47,870,997		21.6%		78.7%		30,744,155		6.9%		50.5%		64.2%		AUCNET HK LIMITED				56,673,887		18.1%		39,040,000		14.5%		68.9%		38,312,803		8.3%		67.6%		98.1%		AUCNET HK LIMITED				51,637,119		15.6%		46,598,000		17.6%		90.2%				-		-		-		AUCNET HK LIMITED				40,502,579		15.3%		57,957,000		17.4%		143.1%				-		-		-

				Aucnet USA,LLC.				54,321,725		4.6%		49,487,000		4.5%		91.1%		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				1,673,259		0.3%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				52,648,466		8.8%		49,487,000		8.3%		94.0%		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				507,180		0.2%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				1,166,079		0.4%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				0		-		0		-		-				-		-		-		Aucnet USA,LLC.				52,648,466		19.9%		49,487,000		14.9%		94.0%				-		-		-

				Print Vision Inc.				11,288,725		0.9%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				11,288,725		1.9%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				6,786,606		2.4%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				4,502,119		1.4%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-				-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-				-		-		-

				その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				1,863,081,394		156.4%		1,592,531,025		146.3%		85.5%		904,732,883		99.6%		48.6%		56.8%		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				915,916,195		153.6%		745,598,111		151.8%		81.4%		904,732,883		99.6%		98.8%		121.3%		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				947,165,199		159.1%		846,932,914		141.7%		89.4%		0		-		-		-		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				445,645,667		157.6%		347,509,004		156.6%		78.0%		473,425,784		106.1%		106.2%		136.2%		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				470,270,528		150.0%		398,089,107		147.8%		84.7%		431,307,099		93.4%		91.7%		108.3%		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				547,189,749		165.5%		389,757,407		147.2%		71.2%		0		-		-		-		その他事業売上合計 タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ				399,975,450		151.1%		457,175,507		137.4%		114.3%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 671,564,692		-		△ 503,679,704		-		-		3,534,467		0.4%		-		-		連結調整勘定				△ 319,755,771		-		△ 254,318,854		-		-		3,534,467		0.4%		-		-		連結調整勘定				△ 351,808,921		-		△ 249,360,850		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 162,945,686		-		△ 125,580,438		-		-		△ 27,153,058		-		-		-		連結調整勘定				△ 156,810,085		-		△ 128,738,416		-		-		30,687,525		6.6%		-		-		連結調整勘定				△ 216,580,822		-		△ 125,015,341		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 135,228,099		-		△ 124,345,509		-		-		0		-		-		-

				その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				1,191,516,702		100.0%		1,088,851,321		100.0%		91.4%		908,267,350		100.0%		76.2%		83.4%		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				596,160,424		100.0%		491,279,257		100.0%		82.4%		908,267,350		100.0%		152.4%		184.9%		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				595,356,278		100.0%		597,572,064		100.0%		100.4%		0		-		-		-		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				282,699,981		100.0%		221,928,566		100.0%		78.5%		446,272,726		100.0%		157.9%		201.1%		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				313,460,443		100.0%		269,350,691		100.0%		85.9%		461,994,624		100.0%		147.4%		171.5%		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				330,608,927		100.0%		264,742,066		100.0%		80.1%				-		-		-		その他事業売上合計（連結調整後） タ ジギョウ ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイ ゴ				264,747,351		100.0%		332,829,998		100.0%		125.7%				-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		-		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						国際プロフィット コクサイ		184,769,000		100.0%		148,485,000		100.0%		80.4%		51,814,000		100.0%		28.0%		34.9%				国際プロフィット コクサイ		105,702,000		100.0%		50,312,500		100.0%		47.6%		51,814,000		100.0%		49.0%		103.0%				国際プロフィット コクサイ		79,067,000		100.0%		98,172,500		100.0%		124.2%		0		-		-		-				国際プロフィット コクサイ		61,504,000		100.0%		24,390,000		100.0%		39.7%		28,375,000		100.0%		46.1%		116.3%				国際プロフィット コクサイ		44,198,000		100.0%		25,922,500		100.0%		58.7%		23,439,000		100.0%		53.0%		90.4%				国際プロフィット コクサイ		37,860,000		100.0%		40,837,500		100.0%		107.9%				-		-		-				国際プロフィット コクサイ		41,207,000		100.0%		57,335,000		100.0%		139.1%				-		-		-

						新規コスト シンキ		△ 268,232,377		-		△ 307,507,931		-		-		△ 115,775,902		-		-		-				新規コスト シンキ		△ 139,656,607		-		△ 156,205,528		-		-		△ 115,775,902		-		-		-				新規コスト シンキ		△ 128,575,770		-		△ 151,302,403		-		-		0		-		-		-				新規コスト シンキ		△ 64,442,377		-		△ 80,264,832		-		-		△ 58,708,674		-		-		-				新規コスト シンキ		△ 75,214,230		-		△ 75,940,696		-		-		△ 57,067,228		-		-		-				新規コスト シンキ		△ 66,247,078		-		△ 75,643,932		-		-				-		-		-				新規コスト シンキ		△ 62,328,692		-		△ 75,658,471		-		-				-		-		-

						検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 22,616,192		-		△ 19,450,000		-		-		△ 1,144,852		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 3,287,121		-		△ 3,125,000		-		-		△ 1,144,852		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 19,329,071		-		△ 16,325,000		-		-		0		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 830,137		-		△ 2,625,000		-		-		△ 288,850		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 2,456,984		-		△ 500,000		-		-		△ 856,002		-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 12,743,915		-		△ 7,175,000		-		-				-		-		-				検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 6,585,156		-		△ 9,150,000		-		-				-		-		-

						中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 19,579,771		-		△ 13,120,020		-		-		2,730,313		4.7%		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 12,138,965		-		△ 7,575,210		-		-		2,730,313		4.7%		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 7,440,806		-		△ 5,544,810		-		-		0		-		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 7,958,870		-		△ 6,187,805		-		-		△ 2,546,171		-		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 4,180,095		-		△ 1,387,405		-		-		5,276,484		11.4%		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 4,475,723		-		△ 3,557,405		-		-				-		-		-				中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 2,965,083		-		△ 1,987,405		-		-				-		-		-

						KITARO		△ 82,550,107		-		△ 53,463,530		-		-		△ 36,636,566		-		-		-				KITARO		△ 43,312,466		-		△ 33,505,435		-		-		△ 36,636,566		-		-		-				KITARO		△ 39,237,641		-		△ 19,958,095		-		-		0		-		-		-				KITARO		△ 23,274,919		-		△ 15,842,664		-		-		△ 18,307,473		-		-		-				KITARO		△ 20,037,547		-		△ 17,662,771		-		-		△ 18,329,093		-		-		-				KITARO		△ 19,099,407		-		△ 11,714,565		-		-				-		-		-				KITARO		△ 20,138,234		-		△ 8,243,529		-		-				-		-		-

						不動産 フドウサン		0		-		△ 23,150,000		-		-		△ 9,775,227		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 12,573,851		-		-		△ 9,775,227		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 10,576,149		-		-		0		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 6,310,913		-		-		△ 4,766,353		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 6,262,938		-		-		△ 5,008,874		-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 5,185,241		-		-				-		-		-				不動産 フドウサン		0		-		△ 5,390,908		-		-				-		-		-

				新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 208,209,447		-		△ 268,206,481		-		-		△ 108,788,234		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 92,693,159		-		△ 162,672,524		-		-		△ 108,788,234		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 115,516,288		-		△ 105,533,957		-		-		0		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 35,002,303		-		△ 86,841,214		-		-		△ 56,242,521		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 57,690,856		-		△ 75,831,310		-		-		△ 52,545,713		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 64,706,123		-		△ 62,438,643		-		-		0		-		-		-		新規合計 シンキ ゴウケイ				△ 50,810,165		-		△ 43,095,313		-		-		0		-		-		-

				㈱オークネット・アイビーエス				△ 28,435,092		-		21,714,807		18.9%		-		7,125,791		9.0%		-		32.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 16,692,264		-		8,213,599		10.4%		-		7,125,791		9.0%		-		86.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 11,742,828		-		13,501,208		37.4%		-		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				△ 7,037,207		-		175,658		0.6%		-		5,578,481		11.7%		-		3175.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 9,655,057		-		8,037,941		16.6%		-		1,547,310		4.9%		-		19.3%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 4,725,490		-		2,584,729		7.9%		-				-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				△ 7,017,338		-		10,916,479		330.8%		-				-		-		-

				㈱JBTV				131,873,076		14.5%		5,499,630		1.0%		4.2%		△ 2,123,006		-		-		-		㈱JBTV				76,628,375		15.3%		6,562,795		1.9%		8.6%		△ 2,123,006		-		-		-		㈱JBTV				55,244,701		13.5%		△ 1,063,165		-		-		0		-		-		-		㈱JBTV				28,454,680		12.4%		2,713,775		1.6%		9.5%		820,611		0.5%		2.9%		30.2%		㈱JBTV				48,173,695		17.7%		3,849,020		2.2%		8.0%		△ 2,943,617		-		-		-		㈱JBTV				61,955,206		17.0%		△ 1,841,869		-		-				-		-		-		㈱JBTV				△ 6,710,505		-		778,704		1.9%		-				-		-		-

				㈱アシスト				0		-		0		-		-		25,359,217		10.5%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		25,359,217		10.5%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		0		-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		8,188,699		6.8%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		17,170,518		14.3%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-				-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-				-		-		-

				㈱オークネットメディカル				△ 15,262,993		-		△ 4,327,333		-		-		△ 25,687,760		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 5,295,767		-		△ 7,949,333		-		-		△ 25,687,760		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 9,967,226		-		3,622,000		6.2%		-		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 1,711,365		-		△ 6,682,000		-		-		△ 11,731,196		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 3,584,402		-		△ 1,267,333		-		-		△ 13,956,564		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 4,097,662		-		1,811,000		3.1%		-				-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 5,869,564		-		1,811,000		-		-				-		-		-

				AUCNET HK LIMITED				51,339,781		24.5%		30,782,000		16.1%		60.0%		3,028,413		4.4%		5.9%		9.8%		AUCNET HK LIMITED				49,376,867		42.0%		5,718,915		6.6%		11.6%		3,028,413		4.4%		6.1%		53.0%		AUCNET HK LIMITED				1,962,914		2.1%		25,063,085		24.0%		1276.8%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				30,652,430		50.4%		2,460,128		5.1%		8.0%		△ 1,448,030		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				18,724,437		33.0%		3,258,787		8.3%		17.4%		4,476,443		11.7%		23.9%		137.4%		AUCNET HK LIMITED				12,771,996		24.7%		11,254,730		24.2%		88.1%				-		-		-		AUCNET HK LIMITED				△ 10,809,082		-		13,808,355		23.8%		-				-		-		-

				Aucnet USA,LLC.				△ 13,899,879		-		△ 286,550		-		-		△ 404,450		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 11,712,704		-		△ 286,550		-		-		△ 404,450		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 2,187,175		-		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 8,440,110		-		△ 286,550		-		-		△ 4,870		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 3,272,594		-		0		-		-		△ 399,580		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 1,898,223		-		0		-		-				-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 288,952		-		0		-		-				-		-		-

				Print Vision Inc.				△ 26,844,219		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 26,844,219		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 13,674,082		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 13,170,137		-		0		-		-				-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-				-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-				-		-		-

				その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 109,438,773		-		△ 214,823,928		-		-		△ 101,490,029		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 27,232,871		-		△ 150,413,099		-		-		△ 101,490,029		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 82,205,902		-		△ 64,410,829		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 6,757,956		-		△ 88,460,204		-		-		△ 54,838,826		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 20,474,915		-		△ 61,952,895		-		-		△ 46,651,203		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 700,296		-		△ 48,630,053		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計 タ ジギョウ エイギョウ リエキ				△ 81,505,606		-		△ 15,780,776		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 47,203,678		-		△ 6,348,575		-		-		△ 3,226,773		-		-		-		連結調整勘定				540,912		-		△ 3,174,287		-		-		△ 3,226,773		-		-		-		連結調整勘定				△ 47,744,590		-		△ 3,174,288		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,778,590		-		△ 1,587,143		-		-		△ 224,281		-		-		-		連結調整勘定				2,319,502		-		△ 1,587,144		-		-		△ 3,002,492		-		-		-		連結調整勘定				△ 65,419,507		-		△ 1,587,144		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				17,674,917		-		△ 1,587,144		-		-		0		-		-		-

				その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 156,642,451		-		△ 221,172,503		-		-		△ 104,716,802		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 26,691,959		-		△ 153,587,386		-		-		△ 104,716,802		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 129,950,492		-		△ 67,585,117		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 8,536,546		-		△ 90,047,347		-		-		△ 55,063,107		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 18,155,413		-		△ 63,540,039		-		-		△ 49,653,695		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 66,119,803		-		△ 50,217,197		-		-				-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後） タ ジギョウ エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 63,830,689		-		△ 17,367,920		-		-				-		-		-

				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																																																																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																						共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																		（単位：円・％） タンイ エン				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																						共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																		（単位：円・％） タンイ エン

				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-				-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-				-		-		-

				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 589,859,720		-		△ 521,642,052		-		-		△ 410,396,291		-		-		-		連結調整勘定				△ 306,882,938		-		△ 231,040,776		-		-		△ 410,396,291		-		-		-		連結調整勘定				△ 282,976,782		-		△ 290,601,276		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 381,584,808		-		△ 112,652,138		-		-		△ 197,450,486		-		-		-		連結調整勘定				△ 144,905,210		-		△ 118,388,638		-		-		△ 212,945,805		-		-		-		連結調整勘定				△ 146,163,644		-		△ 136,553,638		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 136,813,138		-		△ 154,047,638		-		-		0		-		-		-

				売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 589,859,720		-		△ 521,642,052		-		-		△ 410,396,291		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 306,882,938		-		△ 231,040,776		-		-		△ 410,396,291		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 282,976,782		-		△ 290,601,276		-		-		0		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 161,977,728		-		△ 112,652,138		-		-		△ 197,450,486		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 144,905,210		-		△ 118,388,638		-		-		△ 212,945,805		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 146,163,644		-		△ 136,553,638		-		-				-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				△ 136,813,138		-		△ 154,047,638		-		-				-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				.		利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 3,020,335,316		-		△ 2,947,303,678		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 1,534,593,707		-		△ 1,759,252,913		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 1,485,741,609		-		△ 1,188,050,765		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 807,664,883		-		△ 886,420,776		-		-		△ 779,174,285		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 726,928,824		-		△ 872,832,138		-		-		△ 832,040,618		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 711,649,409		-		△ 567,205,527		-		-				-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 774,092,200		-		△ 620,845,238		-		-				-		-		-

				営業利益合計				△ 3,020,335,316		-		△ 2,947,303,678		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		営業利益合計				△ 1,534,593,707		-		△ 1,759,252,913		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		営業利益合計				△ 1,485,741,609		-		△ 1,188,050,765		-		-		0		-		-		-		営業利益合計				△ 807,664,883		-		△ 886,420,776		-		-		△ 779,174,285		-		-		-		営業利益合計				△ 726,928,824		-		△ 872,832,138		-		-		△ 832,040,618		-		-		-		営業利益合計				△ 711,649,409		-		△ 567,205,527		-		-		0		-		-		-		営業利益合計				△ 774,092,200		-		△ 620,845,238		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				206,560,441		-		60,029,250		-		29.1%		59,010,520		-		28.6%		98.3%		連結調整勘定				63,200,037		-		60,029,249		-		95.0%		59,010,520		-		93.4%		98.3%		連結調整勘定				143,360,404		-		1		-		0.0%		0		-		-		-		連結調整勘定				30,916,038		-		30,014,625		-		97.1%		27,384,234		-		88.6%		91.2%		連結調整勘定				32,283,999		-		30,014,625		-		93.0%		31,626,286		-		98.0%		105.4%		連結調整勘定				52,221,760		-		0		-		0.0%		0		-		-		-		連結調整勘定				91,138,644		-		1		-		0.0%		0		-		-		-

				営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 2,813,774,875		-		△ 2,887,274,428		-		-		△ 1,552,204,383		-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 1,471,393,670		-		△ 1,699,223,664		-		-		△ 1,552,204,383		-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 1,342,381,205		-		△ 1,188,050,764		-		-		0		-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 776,748,845		-		△ 856,406,151		-		-		△ 751,790,051		-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 694,644,825		-		△ 842,817,513		-		-		△ 800,414,332		-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 659,427,649		-		△ 567,205,527		-		-				-		-		-		営業利益（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 682,953,556		-		△ 620,845,237		-		-				-		-		-

																																																																		（単位：円・％） タンイ エン																																												（単位：円・％） タンイ エン																																												（単位：円・％） タンイ エン

				全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,051,987,324		22.7%		5,483,967,528		23.2%		108.6%		2,690,456,540		24.1%		53.3%		49.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,582,929,785		22.6%		2,798,324,959		24.7%		108.3%		2,690,456,540		24.1%		104.2%		96.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,469,057,539		22.9%		2,685,642,569		21.7%		108.8%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,324,416,765		22.4%		1,403,518,572		24.9%		106.0%		1,372,781,417		23.7%		103.7%		97.8%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,258,513,020		22.7%		1,394,806,387		24.6%		110.8%		1,317,675,123		24.6%		104.7%		94.5%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,259,671,381		23.4%		1,371,212,513		23.6%		108.9%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,209,386,158		22.3%		1,314,430,056		20.0%		108.7%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,300,715,436		10.3%		2,929,639,000		12.4%		127.3%		1,234,244,124		11.1%		53.6%		42.1%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,436,872,594		12.6%		1,058,637,000		9.4%		73.7%		1,234,244,124		11.1%		85.9%		116.6%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		863,842,842		8.0%		1,871,002,000		15.1%		216.6%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		811,296,917		13.7%		517,075,000		9.2%		63.7%		698,677,556		12.1%		86.1%		135.1%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		625,575,677		11.3%		541,562,000		9.6%		86.6%		535,566,568		10.0%		85.6%		98.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		442,999,465		8.2%		797,638,000		13.7%		180.1%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		420,843,377		7.8%		1,073,364,000		16.4%		255.1%		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		1,677,229,584		7.5%		1,805,986,202		7.6%		107.7%		837,954,510		7.5%		50.0%		46.4%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		807,736,509		7.1%		875,191,622		7.7%		108.4%		837,954,510		7.5%		103.7%		95.7%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		869,493,075		8.1%		930,794,580		7.5%		107.1%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		398,629,828		6.8%		429,672,504		7.6%		107.8%		420,778,388		7.3%		105.6%		97.9%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		409,106,681		7.4%		445,519,118		7.9%		108.9%		417,176,122		7.8%		102.0%		93.6%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		432,926,681		8.0%		458,872,456		7.9%		106.0%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		436,566,394		8.1%		471,922,124		7.2%		108.1%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						オークション収入 シュウニュウ		9,029,932,344		40.6%		10,219,592,730		43.2%		113.2%		4,762,655,174		42.7%		52.7%		46.6%				オークション収入 シュウニュウ		4,827,538,888		42.2%		4,732,153,581		41.8%		98.0%		4,762,655,174		42.7%		98.7%		100.6%				オークション収入 シュウニュウ		4,202,393,456		38.9%		5,487,439,149		44.4%		130.6%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		2,534,343,510		42.9%		2,350,266,076		41.6%		92.7%		2,492,237,361		43.0%		98.3%		106.0%				オークション収入 シュウニュウ		2,293,195,378		41.4%		2,381,887,505		42.0%		103.9%		2,270,417,813		42.4%		99.0%		95.3%				オークション収入 シュウニュウ		2,135,597,527		39.7%		2,627,722,969		45.3%		123.0%		0		-		-		-				オークション収入 シュウニュウ		2,066,795,929		38.2%		2,859,716,180		43.6%		138.4%		0		-		-		-

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,121,667,909		14.0%		3,048,259,417		12.9%		97.6%		1,524,111,950		13.7%		48.8%		50.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,565,326,400		13.7%		1,532,137,902		13.5%		97.9%		1,524,111,950		13.7%		97.4%		99.5%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,556,341,509		14.4%		1,516,121,515		12.3%		97.4%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		782,977,350		13.3%		768,055,062		13.6%		98.1%		767,518,450		13.2%		98.0%		99.9%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		782,349,050		14.1%		764,082,840		13.5%		97.7%		756,593,500		14.1%		96.7%		99.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		780,794,009		14.5%		759,971,591		13.1%		97.3%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		775,547,500		14.3%		756,149,924		11.5%		97.5%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,440,000		0.0%		5,450,000		0.0%		100.2%		3,065,000		0.0%		56.3%		56.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,520,000		0.0%		2,580,000		0.0%		102.4%		3,065,000		0.0%		121.6%		118.8%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,920,000		0.0%		2,870,000		0.0%		98.3%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,170,000		0.0%		1,200,000		0.0%		102.6%		1,475,000		0.0%		126.1%		122.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,350,000		0.0%		1,380,000		0.0%		102.2%		1,590,000		0.0%		117.8%		115.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,440,000		0.0%		1,460,000		0.0%		101.4%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,480,000		0.0%		1,410,000		0.0%		95.3%		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		455,267,139		2.0%		459,749,000		1.9%		101.0%		225,266,400		2.0%		49.5%		49.0%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		227,517,059		2.0%		228,901,300		2.0%		100.6%		225,266,400		2.0%		99.0%		98.4%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		227,750,080		2.1%		230,847,700		1.9%		101.4%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		113,935,310		1.9%		114,346,700		2.0%		100.4%		112,432,820		1.9%		98.7%		98.3%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		113,581,749		2.1%		114,554,600		2.0%		100.9%		112,833,580		2.1%		99.3%		98.5%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		114,017,560		2.1%		115,279,100		2.0%		101.1%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		113,732,520		2.1%		115,568,600		1.8%		101.6%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,582,375,048		16.1%		3,513,458,417		14.8%		98.1%		1,752,443,350		15.7%		48.9%		49.9%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		1,795,363,459		15.7%		1,763,619,202		15.6%		98.2%		1,752,443,350		15.7%		97.6%		99.4%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		1,787,011,589		16.6%		1,749,839,215		14.2%		97.9%		0		-		-		-				会費収入 カイヒ シュウニュウ		898,082,660		15.2%		883,601,762		15.6%		98.4%		881,426,270		15.2%		98.1%		99.8%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		897,280,799		16.2%		880,017,440		15.5%		98.1%		871,017,080		16.3%		97.1%		99.0%				会費収入 カイヒ シュウニュウ		896,251,569		16.7%		876,710,691		15.1%		97.8%		0		-		-		-				会費収入 カイヒ シュウニュウ		890,760,020		16.5%		873,128,524		13.3%		98.0%		0		-		-		-

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,911,459,900		13.1%		3,034,330,312		12.8%		104.2%		1,464,813,000		13.1%		50.3%		48.3%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,463,057,025		12.8%		1,529,831,809		13.5%		104.6%		1,464,813,000		13.1%		100.1%		95.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,448,402,875		13.4%		1,504,498,503		12.2%		103.9%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		762,743,375		12.9%		798,553,180		14.1%		104.7%		720,759,900		12.4%		94.5%		90.3%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		700,313,650		12.6%		731,278,629		12.9%		104.4%		744,053,100		13.9%		106.2%		101.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		705,981,875		13.1%		734,228,788		12.6%		104.0%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		742,421,000		13.7%		770,269,715		11.7%		103.8%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,911,459,900		13.1%		3,034,330,312		12.8%		104.2%		1,464,813,000		13.1%		50.3%		48.3%				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		1,463,057,025		12.8%		1,529,831,809		13.5%		104.6%		1,464,813,000		13.1%		100.1%		95.7%				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		1,448,402,875		13.4%		1,504,498,503		12.2%		103.9%		0		-		-		-				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		762,743,375		12.9%		798,553,180		14.1%		104.7%		720,759,900		12.4%		94.5%		90.3%				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		700,313,650		12.6%		731,278,629		12.9%		104.4%		744,053,100		13.9%		106.2%		101.7%				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		705,981,875		13.1%		734,228,788		12.6%		104.0%		0		-		-		-				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		742,421,000		13.7%		770,269,715		11.7%		103.8%		0		-		-		-

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,554,690,811		11.5%		2,641,252,544		11.2%		103.4%		1,124,992,558		10.1%		44.0%		42.6%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,276,267,637		11.2%		1,311,007,173		11.6%		102.7%		1,124,992,558		10.1%		88.1%		85.8%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,278,423,174		11.8%		1,330,245,371		10.8%		104.1%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		651,703,509		11.0%		669,299,300		11.9%		102.7%		613,843,781		10.6%		94.2%		91.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		624,564,128		11.3%		641,707,873		11.3%		102.7%		511,148,777		9.6%		81.8%		79.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		617,649,205		11.5%		635,492,435		10.9%		102.9%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		660,773,969		12.2%		694,752,936		10.6%		105.1%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,820,135,810		8.2%		2,190,752,200		9.3%		120.4%		876,488,658		7.9%		48.2%		40.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		923,088,304		8.1%		980,850,000		8.7%		106.3%		876,488,658		7.9%		95.0%		89.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		897,047,506		8.3%		1,209,902,200		9.8%		134.9%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		482,573,662		8.2%		467,420,000		8.3%		96.9%		478,665,761		8.3%		99.2%		102.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		440,514,642		8.0%		513,430,000		9.1%		116.6%		397,822,897		7.4%		90.3%		77.5%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		356,094,944		6.6%		420,120,000		7.2%		118.0%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		540,952,562		10.0%		789,782,200		12.0%		146.0%		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		474,354,502		2.1%		485,932,324		2.1%		102.4%		261,536,744		2.3%		55.1%		53.8%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		241,294,297		2.1%		248,594,397		2.2%		103.0%		261,536,744		2.3%		108.4%		105.2%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		233,060,205		2.2%		237,337,927		1.9%		101.8%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		127,641,924		2.2%		130,486,928		2.3%		102.2%		135,286,968		2.3%		106.0%		103.7%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		113,652,373		2.1%		118,107,469		2.1%		103.9%		126,249,776		2.4%		111.1%		106.9%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		123,211,457		2.3%		122,708,075		2.1%		99.6%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		109,848,748		2.0%		114,629,852		1.7%		104.4%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		1,863,081,394		8.4%		1,592,531,025		6.7%		85.5%		904,732,883		8.1%		48.6%		56.8%				その他事業セグメント タ ジギョウ		915,916,195		8.0%		745,598,111		6.6%		81.4%		904,732,883		8.1%		98.8%		121.3%				その他事業セグメント タ ジギョウ		947,165,199		8.8%		846,932,914		6.8%		89.4%		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		445,645,667		7.5%		347,509,004		6.2%		78.0%		473,425,784		8.2%		106.2%		136.2%				その他事業セグメント タ ジギョウ		470,270,528		8.5%		398,089,107		7.0%		84.7%		431,307,099		8.1%		91.7%		108.3%				その他事業セグメント タ ジギョウ		547,189,749		10.2%		389,757,407		6.7%		71.2%		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		399,975,450		7.4%		457,175,507		7.0%		114.3%		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		-		0		-		-		0		-		-		-

						その他収入 タ シュウニュウ		6,712,262,517		30.2%		6,910,468,093		29.2%		103.0%		3,167,750,843		28.4%		47.2%		45.8%				その他収入 タ シュウニュウ		3,356,566,433		29.3%		3,286,049,681		29.1%		97.9%		3,167,750,843		28.4%		94.4%		96.4%				その他収入 タ シュウニュウ		3,355,696,084		31.1%		3,624,418,412		29.3%		108.0%		0		-		-		-				その他収入 タ シュウニュウ		1,707,564,762		28.9%		1,614,715,232		28.6%		94.6%		1,701,222,294		29.4%		99.6%		105.4%				その他収入 タ シュウニュウ		1,649,001,671		29.8%		1,671,334,449		29.5%		101.4%		1,466,528,549		27.4%		88.9%		87.7%				その他収入 タ シュウニュウ		1,644,145,355		30.5%		1,568,077,917		27.0%		95.4%		0		-		-		-				その他収入 タ シュウニュウ		1,711,550,729		31.6%		2,056,340,495		31.3%		120.1%		0		-		-		-

				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				13,639,805,944		61.3%		14,207,809,801		60.0%		104.2%		6,804,374,048		61.0%		49.9%		47.9%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				6,887,580,847		60.2%		7,171,301,843		63.4%		104.1%		6,804,374,048		61.0%		98.8%		94.9%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				6,752,225,097		62.6%		7,036,507,958		56.9%		104.2%		0		-		-		-		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				3,521,840,999		59.7%		3,639,426,114		64.4%		103.3%		3,474,903,548		60.0%		98.7%		95.5%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				3,365,739,848		60.8%		3,531,875,729		62.4%		104.9%		3,329,470,500		62.2%		98.9%		94.3%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				3,364,096,470		62.5%		3,500,905,327		60.3%		104.1%		0		-		-		-		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				3,388,128,627		62.6%		3,535,602,631		53.9%		104.4%		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				4,126,291,246		18.6%		5,125,841,200		21.6%		124.2%		2,113,797,782		19.0%		51.2%		41.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				2,362,480,898		20.6%		2,042,067,000		18.1%		86.4%		2,113,797,782		19.0%		89.5%		103.5%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				1,763,810,348		16.3%		3,083,774,200		24.9%		174.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				1,295,040,579		21.9%		985,695,000		17.5%		76.1%		1,178,818,317		20.3%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				1,067,440,319		19.3%		1,056,372,000		18.6%		99.0%		934,979,465		17.5%		87.6%		88.5%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				800,534,409		14.9%		1,219,218,000		21.0%		152.3%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				963,275,939		17.8%		1,864,556,200		28.4%		193.6%		0		-		-		-

				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				2,606,851,225		11.7%		2,751,667,526		11.6%		105.6%		1,324,757,654		11.9%		50.8%		48.1%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				1,276,547,865		11.2%		1,352,687,319		12.0%		106.0%		1,324,757,654		11.9%		103.8%		97.9%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				1,330,303,360		12.3%		1,398,980,207		11.3%		105.2%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				640,207,062		10.8%		674,506,132		11.9%		105.4%		668,498,176		11.5%		104.4%		99.1%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				636,340,803		11.5%		678,181,187		12.0%		106.6%		656,259,478		12.3%		103.1%		96.8%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				670,155,698		12.5%		696,859,631		12.0%		104.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				660,147,662		12.2%		702,120,576		10.7%		106.4%		0		-		-		-

				その他事業セグメント タ ジギョウ				1,863,081,394		8.4%		1,592,531,025		6.7%		85.5%		904,732,883		8.1%		48.6%		56.8%		その他事業セグメント タ ジギョウ				915,916,195		8.0%		745,598,111		6.6%		81.4%		904,732,883		8.1%		98.8%		121.3%		その他事業セグメント タ ジギョウ				947,165,199		8.8%		846,932,914		6.8%		89.4%		0		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				445,645,667		7.5%		347,509,004		6.2%		78.0%		473,425,784		8.2%		106.2%		136.2%		その他事業セグメント タ ジギョウ				470,270,528		8.5%		398,089,107		7.0%		84.7%		431,307,099		8.1%		91.7%		108.3%		その他事業セグメント タ ジギョウ				547,189,749		10.2%		389,757,407		6.7%		71.2%		0		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				399,975,450		7.4%		457,175,507		7.0%		114.3%		0		-		-		-

				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				22,236,029,809		100.0%		23,677,849,552		100.0%		106.5%		11,147,662,367		100.0%		50.1%		47.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				11,442,525,805		100.0%		11,311,654,273		100.0%		98.9%		11,147,662,367		100.0%		97.4%		98.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				10,793,504,004		100.0%		12,366,195,279		100.0%		114.6%		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,902,734,307		100.0%		5,647,136,250		100.0%		95.7%		5,795,645,825		100.0%		98.2%		102.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,539,791,498		100.0%		5,664,518,023		100.0%		102.3%		5,352,016,542		100.0%		96.6%		94.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,381,976,326		100.0%		5,806,740,365		100.0%		107.9%		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,411,527,678		100.0%		6,559,454,914		100.0%		121.2%		0		-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				3,603,552,421		26.4%		3,689,072,102		26.0%		102.4%		1,972,054,421		29.0%		54.7%		53.5%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				1,846,747,961		26.8%		1,892,045,421		26.4%		102.5%		1,972,054,421		29.0%		106.8%		104.2%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				1,756,804,460		26.0%		1,797,026,681		25.5%		102.3%		0		-		-		-		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				1,013,257,913		28.8%		991,178,734		27.2%		97.8%		1,059,998,325		30.5%		104.6%		106.9%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				833,490,048		24.8%		900,866,687		25.5%		108.1%		912,056,096		27.4%		109.4%		101.2%		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				895,832,070		26.6%		927,761,499		26.5%		103.6%		0		-		-		-		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				860,972,390		25.4%		869,265,182		24.6%		101.0%		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				2,036,384,287		49.4%		2,497,036,242		48.7%		122.6%		1,178,940,492		55.8%		57.9%		47.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				1,285,567,276		54.4%		891,511,157		43.7%		69.3%		1,178,940,492		55.8%		91.7%		132.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				750,817,011		42.6%		1,605,525,085		52.1%		213.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				748,182,277		57.8%		415,848,285		42.2%		55.6%		703,392,340		59.7%		94.0%		169.1%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				537,384,999		50.3%		475,662,872		45.0%		88.5%		475,548,152		50.9%		88.5%		100.0%		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				382,021,269		47.7%		610,590,674		50.1%		159.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ				368,795,742		38.3%		994,934,411		53.4%		269.8%		0		-		-		-

				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				556,041,760		21.3%		612,087,109		22.2%		110.1%		268,761,010		20.3%		48.3%		43.9%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				237,999,536		18.6%		281,633,428		20.8%		118.3%		268,761,010		20.3%		112.9%		95.4%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				318,042,224		23.9%		330,453,681		23.6%		103.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				134,159,625		21.0%		147,921,273		21.9%		110.3%		154,697,190		23.1%		115.3%		104.6%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				103,839,911		16.3%		133,712,155		19.7%		128.8%		114,063,820		17.4%		109.8%		85.3%		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				169,121,350		25.2%		171,757,076		24.6%		101.6%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ				148,920,874		22.6%		158,696,605		22.6%		106.6%		0		-		-		-

				その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 109,438,773		-		△ 214,823,928		-		-		△ 101,490,029		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 27,232,871		-		△ 150,413,099		-		-		△ 101,490,029		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 82,205,902		-		△ 64,410,829		-		-		0		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 6,757,956		-		△ 88,460,204		-		-		△ 54,838,826		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 20,474,915		-		△ 61,952,895		-		-		△ 46,651,203		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 700,296		-		△ 48,630,053		-		-		0		-		-		-		その他事業セグメント タ ジギョウ				△ 81,505,606		-		△ 15,780,776		-		-		0		-		-		-

				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 3,020,335,316		-		△ 2,947,303,678		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 1,534,593,707		-		△ 1,759,252,913		-		-		△ 1,611,214,903		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 1,485,741,609		-		△ 1,188,050,765		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 807,664,883		-		△ 886,420,776		-		-		△ 779,174,285		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 726,928,824		-		△ 872,832,138		-		-		△ 832,040,618		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 711,649,409		-		△ 567,205,527		-		-		0		-		-		-		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク				△ 774,092,200		-		△ 620,845,238		-		-		0		-		-		-

				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,066,204,379		13.8%		3,636,067,847		15.4%		118.6%		1,707,050,991		15.3%		55.7%		46.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,808,488,195		15.8%		1,155,523,994		10.2%		63.9%		1,707,050,991		15.3%		94.4%		147.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,257,716,184		11.7%		2,480,543,853		20.1%		197.2%		0		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,081,176,976		18.3%		580,067,313		10.3%		53.7%		1,084,074,744		18.7%		100.3%		186.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				727,311,219		13.1%		575,456,681		10.2%		79.1%		622,976,247		11.6%		85.7%		108.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				734,624,984		13.6%		1,094,273,668		18.8%		149.0%		0		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				523,091,200		9.7%		1,386,270,185		21.1%		265.0%		0		-		-		-

				全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 205,209,827		-		△ 15,062,967		-		-		△ 2,118,018		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 130,925,678		-		△ 7,215,385		-		-		△ 2,118,018		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 74,284,149		-		△ 7,847,582		-		-		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 94,330,068		-		1,183,741		-		-		△ 1,716,037		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 36,595,610		-		△ 8,399,126		-		-		△ 401,981		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 25,097,794		-		△ 3,592,625		-		-		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 49,186,355		-		△ 4,254,957		-		-		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 915,160		-		0		-		-		△ 22,818,166		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 208		-		0		-		-		△ 22,818,166		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 914,952		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		0		-		-		916		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 208		-		0		-		-		△ 22,819,082		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 914,920		-		0		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 32		-		0		-		-		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 93,264		-		△ 3,540,000		-		-		△ 11		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 93,251		-		△ 1,770,001		-		-		△ 11		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 13		-		△ 1,769,999		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		626,676		-		△ 885,001		-		-		△ 1		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 719,927		-		△ 885,000		-		-		△ 10		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 11		-		△ 884,999		-		-		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		△ 2		-		△ 885,000		-		-		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 671,564,692		-		△ 503,679,704		-		-		3,534,467		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 319,755,771		-		△ 254,318,854		-		-		3,534,467		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 351,808,921		-		△ 249,360,850		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 162,945,686		-		△ 125,580,438		-		-		△ 27,153,058		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 156,810,085		-		△ 128,738,416		-		-		30,687,525		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 216,580,822		-		△ 125,015,341		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 135,228,099		-		△ 124,345,509		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 589,859,720		-		△ 521,642,052		-		-		△ 410,396,291		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 306,882,938		-		△ 231,040,776		-		-		△ 410,396,291		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 282,976,782		-		△ 290,601,276		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 381,584,808		-		△ 112,652,138		-		-		△ 197,450,486		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 144,905,210		-		△ 118,388,638		-		-		△ 212,945,805		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 146,163,644		-		△ 136,553,638		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 136,813,138		-		△ 154,047,638		-		-		0		-		-		-

				売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 1,467,642,663		-		△ 1,043,924,723		-		-		△ 431,798,019		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 757,657,846		-		△ 494,345,016		-		-		△ 431,798,019		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 709,984,817		-		△ 549,579,707		-		-		0		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 638,233,886		-		△ 237,933,836		-		-		△ 226,318,666		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 339,031,040		-		△ 256,411,180		-		-		△ 205,479,353		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 388,757,191		-		△ 266,046,603		-		-		0		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 321,227,626		-		△ 283,533,104		-		-		0		-		-		-

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 205,209,827		-		△ 15,062,967		-		-		△ 2,118,018		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 130,925,678		-		△ 7,215,385		-		-		△ 2,118,018		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 74,284,149		-		△ 7,847,582		-		-		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 94,330,068		-		1,183,741		100.0%		-		△ 1,716,037		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 36,595,610		-		△ 8,399,126		-		-		△ 401,981		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 25,097,794		-		△ 3,592,625		-		-		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 49,186,355		-		△ 4,254,957		-		-		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		18,000,000		-		-		9,000,000		-		-		50.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		9,000,000		-		-		9,000,000		-		-		100.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		9,000,000		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		4,500,000		-		-		4,500,000		491266.4%		-		100.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		4,500,000		-		-		4,500,000		-		-		100.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		4,500,000		-		-		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		-		4,500,000		-		-		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		225,035,726		-		36,000,000		-		16.0%		26,818,544		-		11.9%		74.5%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		133,480,437		-		18,000,000		-		13.5%		26,818,544		-		20.1%		149.0%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		91,555,289		-		18,000,000		-		19.7%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		95,073,470		15171.1%		9,000,001		-		9.5%		13,300,284		-		14.0%		147.8%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		38,406,967		-		8,999,999		-		23.4%		13,518,260		-		35.2%		150.2%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		38,927,229		-		9,000,001		-		23.1%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		52,628,060		-		8,999,999		-		17.1%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 47,203,678		-		△ 6,348,575		-		-		△ 3,226,773		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		540,912		-		△ 3,174,287		-		-		△ 3,226,773		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 47,744,590		-		△ 3,174,288		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 1,778,590		-		△ 1,587,143		-		-		△ 224,281		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		2,319,502		-		△ 1,587,144		-		-		△ 3,002,492		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 65,419,507		-		△ 1,587,144		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		17,674,917		-		△ 1,587,144		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		206,560,441		-		60,029,250		-		29.1%		59,010,520		-		28.6%		98.3%				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		63,200,037		-		60,029,249		-		95.0%		59,010,520		-		93.4%		98.3%				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		143,360,404		-		1		-		0.0%		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		30,916,038		-		30,014,625		-		97.1%		27,384,234		-		88.6%		91.2%				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		32,283,999		-		30,014,625		-		93.0%		31,626,286		-		98.0%		105.4%				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		52,221,760		-		0		-		0.0%		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		91,138,644		-		1		-		0.0%		0		-		-		-

				営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				179,182,662		-		92,617,708		-		51.7%		89,484,273		-		49.9%		96.6%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				66,295,708		-		76,639,577		-		115.6%		89,484,273		-		135.0%		116.8%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				112,886,954		-		15,978,131		-		14.2%		0		-		-		-		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				29,880,850		-		43,111,223		-		144.3%		43,244,200		-		144.7%		100.3%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				36,414,858		-		33,528,354		-		92.1%		46,240,073		-		127.0%		137.9%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				631,688		-		8,320,233		-		1317.1%		0		-		-		-		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				112,255,266		-		7,657,898		-		6.8%		0		-		-		-

				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計 ツウキ カミキ シモキ ゴウケイ																																																																		第1四半期・第2四半期 ダイ シ ダイ シ																																												第3四半期・第4四半期 ダイ シ ダイ シ

				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後） タンシン カイジ ゼン ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ																																																														（単位：円・％） タンイ エン				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後） タンシン カイジ ゼン ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ																																								（単位：円・％） タンイ エン				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後） タンシン カイジ ゼン ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ																																								（単位：円・％） タンイ エン

				全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		12,075,542,761		62.2%		12,701,356,500		60.1%		105.2%		6,120,161,850		61.0%		50.7%		48.2%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		6,101,042,798		60.8%		6,416,556,189		63.7%		105.2%		6,120,161,850		61.0%		100.3%		95.4%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,974,499,963		63.7%		6,284,800,311		56.8%		105.2%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,125,469,256		60.3%		3,256,909,261		64.8%		104.2%		3,108,869,413		59.7%		99.5%		95.5%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,975,573,542		61.4%		3,159,646,928		62.6%		106.2%		3,011,292,437		62.4%		101.2%		95.3%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,997,225,697		64.4%		3,135,992,592		60.5%		104.6%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,977,274,266		63.0%		3,148,807,719		53.4%		105.8%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		4,125,376,086		21.3%		5,125,841,200		24.2%		124.3%		2,090,979,616		20.8%		50.7%		40.8%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,362,480,690		23.6%		2,042,067,000		20.3%		86.4%		2,090,979,616		20.8%		88.5%		102.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,762,895,396		18.8%		3,083,774,200		27.9%		174.9%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,295,040,579		25.0%		985,695,000		19.6%		76.1%		1,178,819,233		22.6%		91.0%		119.6%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,067,440,111		22.0%		1,056,372,000		20.9%		99.0%		912,160,383		18.9%		85.5%		86.3%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		799,619,489		17.2%		1,219,218,000		23.5%		152.5%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		963,275,907		20.4%		1,864,556,200		31.6%		193.6%		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		2,606,757,961		13.4%		2,748,127,526		13.0%		105.4%		1,324,757,643		13.2%		50.8%		48.2%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		1,276,454,614		12.7%		1,350,917,318		13.4%		105.8%		1,324,757,643		13.2%		103.8%		98.1%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		1,330,303,347		14.2%		1,397,210,208		12.6%		105.0%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		640,833,738		12.4%		673,621,131		13.4%		105.1%		668,498,175		12.8%		104.3%		99.2%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		635,620,876		13.1%		677,296,187		13.4%		106.6%		656,259,468		13.6%		103.2%		96.9%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		670,155,687		14.4%		695,974,632		13.4%		103.9%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		660,147,660		14.0%		701,235,576		11.9%		106.2%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		1,191,516,702		6.1%		1,088,851,321		5.2%		91.4%		908,267,350		9.1%		76.2%		83.4%				その他事業セグメント タ ジギョウ		596,160,424		5.9%		491,279,257		4.9%		82.4%		908,267,350		9.1%		152.4%		184.9%				その他事業セグメント タ ジギョウ		595,356,278		6.3%		597,572,064		5.4%		100.4%		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		282,699,981		5.5%		221,928,566		4.4%		78.5%		446,272,726		8.6%		157.9%		201.1%				その他事業セグメント タ ジギョウ		313,460,443		6.5%		269,350,691		5.3%		85.9%		461,994,624		9.6%		147.4%		171.5%				その他事業セグメント タ ジギョウ		330,608,927		7.1%		264,742,066		5.1%		80.1%		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		264,747,351		5.6%		332,829,998		5.6%		125.7%		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 589,859,720		-		△ 521,642,052		-		-		△ 410,396,291		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 306,882,938		-		△ 231,040,776		-		-		△ 410,396,291		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 282,976,782		-		△ 290,601,276		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 161,977,728		-		△ 112,652,138		-		-		△ 197,450,486		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 144,905,210		-		△ 118,388,638		-		-		△ 212,945,805		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 146,163,644		-		△ 136,553,638		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 136,813,138		-		△ 154,047,638		-		-		0		-		-		-

				売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				19,409,333,790		100.0%		21,142,534,495		100.0%		108.9%		10,033,770,168		100.0%		51.7%		47.5%		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				10,029,255,588		100.0%		10,069,778,988		100.0%		100.4%		10,033,770,168		100.0%		100.0%		99.6%		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				9,380,078,202		100.0%		11,072,755,507		100.0%		118.0%		0		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				5,182,065,826		100.0%		5,025,501,820		100.0%		97.0%		5,205,009,061		100.0%		100.4%		103.6%		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				4,847,189,762		100.0%		5,044,277,168		100.0%		104.1%		4,828,761,107		100.0%		99.6%		95.7%		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				4,651,446,156		100.0%		5,179,373,652		100.0%		111.3%		0		-		-		-		売上合計（連結調整後） ウリアゲ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				4,728,632,046		100.0%		5,893,381,855		100.0%		124.6%		0		-		-		-

				営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ				実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		予算 ヨサン		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,398,342,594		28.1%		3,674,009,135		28.9%		108.1%		1,969,936,403		32.2%		58.0%		53.6%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,715,822,283		28.1%		1,884,830,036		29.4%		109.8%		1,969,936,403		32.2%		114.8%		104.5%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,682,520,311		28.2%		1,789,179,099		28.5%		106.3%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		918,927,845		29.4%		992,362,475		30.5%		108.0%		1,058,282,288		34.0%		115.2%		106.6%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		796,894,438		26.8%		892,467,561		28.2%		112.0%		911,654,115		30.3%		114.4%		102.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		870,734,276		29.1%		924,168,874		29.5%		106.1%		0		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		811,786,035		27.3%		865,010,225		27.5%		106.6%		0		-		-		-

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,036,384,287		49.4%		2,515,036,242		49.1%		123.5%		1,187,940,492		56.8%		58.3%		47.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,285,567,276		54.4%		900,511,157		44.1%		70.0%		1,187,940,492		56.8%		92.4%		131.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		750,817,011		42.6%		1,614,525,085		52.4%		215.0%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		748,182,277		57.8%		420,348,285		42.6%		56.2%		707,892,340		60.1%		94.6%		168.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		537,384,999		50.3%		480,162,872		45.5%		89.4%		480,048,152		52.6%		89.3%		100.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		382,021,269		47.8%		615,090,674		50.4%		161.0%		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		368,795,742		38.3%		999,434,411		53.6%		271.0%		0		-		-		-

						その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		781,077,486		30.0%		648,087,109		23.6%		83.0%		295,579,554		22.3%		37.8%		45.6%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		371,479,973		29.1%		299,633,428		22.2%		80.7%		295,579,554		22.3%		79.6%		98.6%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		409,597,513		30.8%		348,453,681		24.9%		85.1%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		229,233,095		35.8%		156,921,274		23.3%		68.5%		167,997,474		25.1%		73.3%		107.1%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		142,246,878		22.4%		142,712,154		21.1%		100.3%		127,582,080		19.4%		89.7%		89.4%				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		208,048,579		31.0%		180,757,077		26.0%		86.9%		0		-		-		-				その他情報流通事業セグメント タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		201,548,934		30.5%		167,696,604		23.9%		83.2%		0		-		-		-

						その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 156,642,451		-		△ 221,172,503		-		-		△ 104,716,802		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 26,691,959		-		△ 153,587,386		-		-		△ 104,716,802		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 129,950,492		-		△ 67,585,117		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 8,536,546		-		△ 90,047,347		-		-		△ 55,063,107		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 18,155,413		-		△ 63,540,039		-		-		△ 49,653,695		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 66,119,803		-		△ 50,217,197		-		-		0		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 63,830,689		-		△ 17,367,920		-		-		0		-		-		-

						共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,813,774,875		-		△ 2,887,274,428		-		-		△ 1,552,204,383		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,471,393,670		-		△ 1,699,223,664		-		-		△ 1,552,204,383		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,342,381,205		-		△ 1,188,050,764		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 776,748,845		-		△ 856,406,151		-		-		△ 751,790,051		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 694,644,825		-		△ 842,817,513		-		-		△ 800,414,332		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 659,427,649		-		△ 567,205,527		-		-		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 682,953,556		-		△ 620,845,237		-		-		0		-		-		-

		 		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				3,245,387,041		16.7%		3,728,685,555		17.6%		114.9%		1,796,535,264		17.9%		55.4%		48.2%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,874,783,903		18.7%		1,232,163,571		12.2%		65.7%		1,796,535,264		17.9%		95.8%		145.8%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,370,603,138		14.6%		2,496,521,984		22.5%		182.1%		0		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				1,111,057,826		21.4%		623,178,536		12.4%		56.1%		1,127,318,944		21.7%		101.5%		180.9%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				763,726,077		15.8%		608,985,035		12.1%		79.7%		669,216,320		13.9%		87.6%		109.9%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				735,256,672		15.8%		1,102,593,901		21.3%		150.0%		0		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ				635,346,466		13.4%		1,393,928,083		23.7%		219.4%		0		-		-		-

























































































売上構成_千円



								←何期まで累計かを入力（数字のみ） ナンキ ルイケイ ニュウリョク スウジ



				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計																																																																		第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期

				四輪事業セグメント																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン				四輪事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン				四輪事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン

				四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期														四輪事業				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期 カミキ				上期 カミキ																		下期 シモキ				下期 シモキ																		第1四半期 ダイ シ				第1四半期 ダイ シ																		第2四半期 ダイ シ				第2四半期 ダイ シ																		第3四半期 ダイ シ				第3四半期 ダイ シ																		第4四半期 ダイ シ				第4四半期 ダイ シ

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		956,572		7.9%		1,187,000		9.3%		124.1%		515,505		8.4%		53.9%		43.4%		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		458,462		7.5%		576,925		9.0%		125.8%		515,505		8.4%		112.4%		89.4%		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		498,110		8.3%		610,075		9.7%		122.5%		0		-		-		-		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		226,063		7.2%		272,336		8.4%		120.5%		262,766		8.5%		116.2%		96.5%		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		232,399		7.8%		304,588		9.6%		131.1%		252,739		8.4%		108.8%		83.0%		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		254,341		8.5%		323,716		2.5%		127.3%		0		-		-		-		オークション収入		中古車オークション（四輪事業部）		243,769		8.2%		286,358		9.1%		117.5%		0		-		-		-

				オークション収入		ライブ中継（NWAA）		1,746,099		14.5%		1,754,169		13.8%		100.5%		1,016,027		16.6%		58.2%		57.9%		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		894,951		14.7%		908,882		14.2%		101.6%		1,016,027		16.6%		113.5%		111.8%		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		851,148		14.2%		845,286		13.4%		99.3%		0		-		-		-		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		471,286		15.1%		468,042		14.4%		99.3%		514,325		16.5%		109.1%		109.9%		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		423,664		14.2%		440,840		14.0%		104.1%		501,702		16.7%		118.4%		113.8%		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		432,244		14.4%		424,246		3.3%		98.1%		0		-		-		-		オークション収入		ライブ中継（NWAA）		418,904		14.1%		421,039		13.4%		100.5%		0		-		-		-

				オークション収入		落札代行（アイオーク）		2,349,315		19.5%		2,542,798		20.0%		108.2%		1,158,922		18.9%		49.3%		45.6%		オークション収入		落札代行（アイオーク）		1,229,515		20.2%		1,312,517		20.5%		106.8%		1,158,922		18.9%		94.3%		88.3%		オークション収入		落札代行（アイオーク）		1,119,799		18.7%		1,230,281		19.6%		109.9%		0		-		-		-		オークション収入		落札代行（アイオーク）		627,066		20.1%		663,139		20.4%		105.8%		595,689		19.2%		95.0%		89.8%		オークション収入		落札代行（アイオーク）		602,449		20.2%		649,378		20.6%		107.8%		563,233		18.7%		93.5%		86.7%		オークション収入		落札代行（アイオーク）		573,086		19.1%		623,249		4.9%		108.8%		0		-		-		-		オークション収入		落札代行（アイオーク）		546,713		18.4%		607,032		19.3%		111.0%		0		-		-		-

				オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		オークション収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				オークション収入		オークション収入		5,051,987		41.8%		5,483,967		43.2%		108.6%		2,690,456		44.0%		53.3%		49.1%		オークション収入		オークション収入		2,582,929		42.3%		2,798,324		43.6%		108.3%		2,690,456		44.0%		104.2%		96.1%		オークション収入		オークション収入		2,469,057		41.3%		2,685,642		42.7%		108.8%		0		-		-		-		オークション収入		オークション収入		1,324,416		42.4%		1,403,518		43.1%		106.0%		1,372,781		44.2%		103.7%		97.8%		オークション収入		オークション収入		1,258,513		42.3%		1,394,806		44.1%		110.8%		1,317,675		43.8%		104.7%		94.5%		オークション収入		オークション収入		1,259,671		42.0%		1,371,212		10.8%		108.9%		0		-		-		-		オークション収入		オークション収入		1,209,386		40.6%		1,314,430		41.7%		108.7%		0		-		-		-

				会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		1,926,275		16.0%		1,845,928		14.5%		95.8%		936,624		15.3%		48.6%		50.7%		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		970,980		15.9%		931,495		14.5%		95.9%		936,624		15.3%		96.5%		100.6%		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		955,295		16.0%		914,433		14.5%		95.7%		0		-		-		-		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		487,905		15.6%		467,934		14.4%		95.9%		472,655		15.2%		96.9%		101.0%		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		483,074		16.2%		463,560		14.7%		96.0%		463,968		15.4%		96.0%		100.1%		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		480,314		16.0%		459,300		3.6%		95.6%		0		-		-		-		会費収入		中古車オークション（四輪事業部）		474,980		16.0%		455,133		14.5%		95.8%		0		-		-		-

				会費収入		ライブ中継（NWAA）		392,711		3.3%		384,488		3.0%		97.9%		183,180		3.0%		46.6%		47.6%		会費収入		ライブ中継（NWAA）		195,418		3.2%		194,382		3.0%		99.5%		183,180		3.0%		93.7%		94.2%		会費収入		ライブ中継（NWAA）		197,293		3.3%		190,106		3.0%		96.4%		0		-		-		-		会費収入		ライブ中継（NWAA）		95,938		3.1%		97,704		3.0%		101.8%		92,079		3.0%		96.0%		94.2%		会費収入		ライブ中継（NWAA）		99,480		3.3%		96,678		3.1%		97.2%		91,101		3.0%		91.6%		94.2%		会費収入		ライブ中継（NWAA）		99,105		3.3%		95,594		0.8%		96.5%		0		-		-		-		会費収入		ライブ中継（NWAA）		98,187		3.3%		94,511		3.0%		96.3%		0		-		-		-

				会費収入		落札代行（アイオーク）		802,681		6.6%		817,842		6.4%		101.9%		404,306		6.6%		50.4%		49.4%		会費収入		落札代行（アイオーク）		398,928		6.5%		406,260		6.3%		101.8%		404,306		6.6%		101.3%		99.5%		会費収入		落札代行（アイオーク）		403,753		6.8%		411,582		6.5%		101.9%		0		-		-		-		会費収入		落札代行（アイオーク）		199,133		6.4%		202,416		6.2%		101.6%		202,783		6.5%		101.8%		100.2%		会費収入		落札代行（アイオーク）		199,795		6.7%		203,844		6.5%		102.0%		201,523		6.7%		100.9%		98.9%		会費収入		落札代行（アイオーク）		201,373		6.7%		205,077		1.6%		101.8%		0		-		-		-		会費収入		落札代行（アイオーク）		202,379		6.8%		206,505		6.6%		102.0%		0		-		-		-

				会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		車両検査（AIS）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		会費収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				会費収入		会費収入		3,121,667		25.9%		3,048,259		24.0%		97.6%		1,524,111		24.9%		48.8%		50.0%		会費収入		会費収入		1,565,326		25.7%		1,532,137		23.9%		97.9%		1,524,111		24.9%		97.4%		99.5%		会費収入		会費収入		1,556,341		26.0%		1,516,121		24.1%		97.4%		0		-		-		-		会費収入		会費収入		782,977		25.1%		768,055		23.6%		98.1%		767,518		24.7%		98.0%		99.9%		会費収入		会費収入		782,349		26.3%		764,082		24.2%		97.7%		756,593		25.1%		96.7%		99.0%		会費収入		会費収入		780,794		26.1%		759,971		6.0%		97.3%		0		-		-		-		会費収入		会費収入		775,547		26.0%		756,149		24.0%		97.5%		0		-		-		-

				検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		586,666		4.9%		616,574		4.9%		105.1%		278,360		4.5%		47.4%		45.1%		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		297,451		4.9%		314,827		4.9%		105.8%		278,360		4.5%		93.6%		88.4%		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		289,214		4.8%		301,746		4.8%		104.3%		0		-		-		-		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		149,913		4.8%		159,156		4.9%		106.2%		139,082		4.5%		92.8%		87.4%		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		147,538		5.0%		155,671		4.9%		105.5%		139,277		4.6%		94.4%		89.5%		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		140,803		4.7%		146,684		1.2%		104.2%		0		-		-		-		検査料収入		中古車オークション（四輪事業部）		148,411		5.0%		155,061		4.9%		104.5%		0		-		-		-

				検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ライブ中継（NWAA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		落札代行（アイオーク）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		車両検査（AIS）		2,324,793		19.3%		2,417,756		19.0%		104.0%		1,186,452		19.4%		51.0%		49.1%		検査料収入		車両検査（AIS）		1,165,605		19.1%		1,215,003		18.9%		104.2%		1,186,452		19.4%		101.8%		97.7%		検査料収入		車両検査（AIS）		1,159,188		19.4%		1,202,752		19.1%		103.8%		0		-		-		-		検査料収入		車両検査（AIS）		612,830		19.6%		639,396		19.6%		104.3%		581,677		18.7%		94.9%		91.0%		検査料収入		車両検査（AIS）		552,775		18.6%		575,607		18.2%		104.1%		604,775		20.1%		109.4%		105.1%		検査料収入		車両検査（AIS）		565,178		18.9%		587,544		4.6%		104.0%		0		-		-		-		検査料収入		車両検査（AIS）		594,009		20.0%		615,207		19.5%		103.6%		0		-		-		-

				検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ASS		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		AFP		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-		検査料収入		ランマート勘定		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				検査料収入		検査料収入		2,911,459		24.1%		3,034,330		23.9%		104.2%		1,464,813		23.9%		50.3%		48.3%		検査料収入		検査料収入		1,463,057		24.0%		1,529,831		23.8%		104.6%		1,464,813		23.9%		100.1%		95.7%		検査料収入		検査料収入		1,448,402		24.2%		1,504,498		23.9%		103.9%		0		-		-		-		検査料収入		検査料収入		762,743		24.4%		798,553		24.5%		104.7%		720,759		23.2%		94.5%		90.3%		検査料収入		検査料収入		700,313		23.5%		731,278		23.1%		104.4%		744,053		24.7%		106.2%		101.7%		検査料収入		検査料収入		705,981		23.6%		734,228		5.8%		104.0%		0		-		-		-		検査料収入		検査料収入		742,421		24.9%		770,269		24.5%		103.8%		0		-		-		-

				その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		344,297		2.9%		327,456		2.6%		95.1%		164,517		2.7%		47.8%		50.2%		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		162,311		2.7%		172,026		2.7%		106.0%		164,517		2.7%		101.4%		95.6%		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		181,985		3.0%		155,429		2.5%		85.4%		0		-		-		-		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		83,331		2.7%		89,670		2.8%		107.6%		90,869		2.9%		109.0%		101.3%		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		78,980		2.7%		82,355		2.6%		104.3%		73,648		2.4%		93.2%		89.4%		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		88,392		2.9%		78,025		0.6%		88.3%		0		-		-		-		その他収入		中古車オークション（四輪事業部）		93,593		3.1%		77,404		2.5%		82.7%		0		-		-		-

				その他収入		ライブ中継（NWAA）		8,511		0.1%		5,316		0.0%		62.5%		2,897		0.0%		34.0%		54.5%		その他収入		ライブ中継（NWAA）		5,554		0.1%		2,658		0.0%		47.9%		2,897		0.0%		52.2%		109.0%		その他収入		ライブ中継（NWAA）		2,957		0.0%		2,658		0.0%		89.9%		0		-		-		-		その他収入		ライブ中継（NWAA）		3,786		0.1%		1,329		0.0%		35.1%		1,509		0.0%		39.9%		113.5%		その他収入		ライブ中継（NWAA）		1,768		0.1%		1,329		0.0%		75.2%		1,388		0.0%		78.6%		104.5%		その他収入		ライブ中継（NWAA）		1,599		0.1%		1,329		0.0%		83.1%		0		-		-		-		その他収入		ライブ中継（NWAA）		1,358		0.0%		1,329		0.0%		97.9%		0		-		-		-

				その他収入		落札代行（アイオーク）		390,371		3.2%		412,827		3.3%		105.8%		193,563		3.2%		49.6%		46.9%		その他収入		落札代行（アイオーク）		196,751		3.2%		207,091		3.2%		105.3%		193,563		3.2%		98.4%		93.5%		その他収入		落札代行（アイオーク）		193,620		3.2%		205,736		3.3%		106.3%		0		-		-		-		その他収入		落札代行（アイオーク）		97,028		3.1%		103,039		3.2%		106.2%		98,864		3.2%		101.9%		95.9%		その他収入		落札代行（アイオーク）		99,723		3.4%		104,052		3.3%		104.3%		94,698		3.1%		95.0%		91.0%		その他収入		落札代行（アイオーク）		93,528		3.1%		102,986		0.8%		110.1%		0		-		-		-		その他収入		落札代行（アイオーク）		100,092		3.4%		102,750		3.3%		102.7%		0		-		-		-

				その他収入		車両検査（AIS）		116,096		1.0%		108,380		0.9%		93.4%		42,967		0.7%		37.0%		39.6%		その他収入		車両検査（AIS）		64,793		1.1%		54,585		0.9%		84.2%		42,967		0.7%		66.3%		78.7%		その他収入		車両検査（AIS）		51,302		0.9%		53,795		0.9%		104.9%		0		-		-		-		その他収入		車両検査（AIS）		25,185		0.8%		16,320		0.5%		64.8%		18,754		0.6%		74.5%		114.9%		その他収入		車両検査（AIS）		39,608		1.3%		38,265		1.2%		96.6%		24,212		0.8%		61.1%		63.3%		その他収入		車両検査（AIS）		25,480		0.9%		27,629		0.2%		108.4%		0		-		-		-		その他収入		車両検査（AIS）		25,822		0.9%		26,165		0.8%		101.3%		0		-		-		-

				その他収入		ASS		196,491		1.6%		186,734		1.5%		95.0%		92,361		1.5%		47.0%		49.5%		その他収入		ASS		98,764		1.6%		93,724		1.5%		94.9%		92,361		1.5%		93.5%		98.5%		その他収入		ASS		97,726		1.6%		93,009		1.5%		95.2%		0		-		-		-		その他収入		ASS		46,892		1.5%		45,879		1.4%		97.8%		45,502		1.5%		97.0%		99.2%		その他収入		ASS		51,871		1.7%		47,845		1.5%		92.2%		46,858		1.6%		90.3%		97.9%		その他収入		ASS		49,891		1.7%		46,951		0.4%		94.1%		0		-		-		-		その他収入		ASS		47,834		1.6%		46,057		1.5%		96.3%		0		-		-		-

				その他収入		AFP		415,135		3.4%		415,594		3.3%		100.1%		200,219		3.3%		48.2%		48.2%		その他収入		AFP		207,618		3.4%		199,485		3.1%		96.1%		200,219		3.3%		96.4%		100.4%		その他収入		AFP		207,517		3.5%		216,109		3.4%		104.1%		0		-		-		-		その他収入		AFP		102,788		3.3%		99,093		3.0%		96.4%		101,105		3.3%		98.4%		102.0%		その他収入		AFP		104,830		3.5%		100,392		3.2%		95.8%		99,114		3.3%		94.5%		98.7%		その他収入		AFP		104,606		3.5%		104,904		0.8%		100.3%		0		-		-		-		その他収入		AFP		102,910		3.5%		111,205		3.5%		108.1%		0		-		-		-

				その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		商品サービス戦略室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		その他収入		流通改革推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				その他収入		ランマート		789,553		6.5%		888,800		7.0%		112.6%		295,770		4.8%		37.5%		33.3%		その他収入		ランマート		397,437		6.5%		438,400		6.8%		110.3%		295,770		4.8%		74.4%		67.5%		その他収入		ランマート		392,115		6.6%		450,400		7.2%		114.9%		0		-		-		-		その他収入		ランマート		215,923		6.9%		237,200		7.3%		109.9%		187,198		6.0%		86.7%		78.9%		その他収入		ランマート		181,514		6.1%		201,200		6.4%		110.8%		108,572		3.6%		59.8%		54.0%		その他収入		ランマート		185,683		6.2%		205,200		1.6%		110.5%		0		-		-		-		その他収入		ランマート		206,432		6.9%		245,200		7.8%		118.8%		0		-		-		-

				その他収入		ランマート勘定		294,234		2.4%		296,144		2.3%		100.6%		132,694		2.2%		45.1%		44.8%		その他収入		ランマート勘定		143,036		2.3%		143,036		2.2%		100.0%		132,694		2.2%		92.8%		92.8%		その他収入		ランマート勘定		151,197		2.5%		153,107		2.4%		101.3%		0		-		-		-		その他収入		ランマート勘定		76,768		2.5%		76,768		2.4%		100.0%		70,040		2.3%		91.2%		91.2%		その他収入		ランマート勘定		66,268		2.2%		66,268		2.1%		100.0%		62,654		2.1%		94.5%		94.5%		その他収入		ランマート勘定		68,466		2.3%		68,466		0.5%		100.0%		0		-		-		-		その他収入		ランマート勘定		82,730		2.8%		84,641		2.7%		102.3%		0		-		-		-

				その他収入		その他収入		2,554,690		21.2%		2,641,252		20.8%		103.4%		1,124,992		18.4%		44.0%		42.6%		その他収入		その他収入		1,276,267		20.9%		1,311,007		20.4%		102.7%		1,124,992		18.4%		88.1%		85.8%		その他収入		その他収入		1,278,423		21.4%		1,330,245		21.2%		104.1%		0		-		-		-		その他収入		その他収入		651,703		20.9%		669,299		20.6%		102.7%		613,843		19.7%		94.2%		91.7%		その他収入		その他収入		624,564		21.0%		641,707		20.3%		102.7%		511,148		17.0%		81.8%		79.7%		その他収入		その他収入		617,649		20.6%		635,492		5.0%		102.9%		0		-		-		-		その他収入		その他収入		660,773		22.2%		694,752		22.1%		105.1%		0		-		-		-

				中古車オークション（四輪事業部）				3,813,811		31.6%		3,976,959		31.3%		104.3%		1,895,008		31.0%		49.7%		47.6%		中古車オークション（四輪事業部）				1,889,206		31.0%		1,995,274		31.1%		105.6%		1,895,008		31.0%		100.3%		95.0%		中古車オークション（四輪事業部）				1,924,605		32.2%		1,981,684		31.5%		103.0%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部）				947,213		30.3%		989,098		30.4%		104.4%		965,373		31.1%		101.9%		97.6%		中古車オークション（四輪事業部）				941,992		31.7%		1,006,176		31.8%		106.8%		929,634		30.9%		98.7%		92.4%		中古車オークション（四輪事業部）				963,851		32.2%		1,007,726		7.9%		104.6%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部）				960,754		32.3%		973,957		30.9%		101.4%		0		-		-		-

				ライブ中継（NWAA）				2,147,321		17.8%		2,143,974		16.9%		99.8%		1,202,106		19.6%		56.0%		56.1%		ライブ中継（NWAA）				1,095,923		18.0%		1,105,923		17.2%		100.9%		1,202,106		19.6%		109.7%		108.7%		ライブ中継（NWAA）				1,051,398		17.6%		1,038,050		16.5%		98.7%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA）				571,010		18.3%		567,076		17.4%		99.3%		607,913		19.6%		106.5%		107.2%		ライブ中継（NWAA）				524,912		17.6%		538,847		17.1%		102.7%		594,192		19.7%		113.2%		110.3%		ライブ中継（NWAA）				532,949		17.8%		521,170		4.1%		97.8%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA）				518,449		17.4%		516,880		16.4%		99.7%		0		-		-		-

				落札代行（アイオーク）				3,542,368		29.3%		3,773,467		29.7%		106.5%		1,756,792		28.7%		49.6%		46.6%		落札代行（アイオーク）				1,825,195		29.9%		1,925,868		30.0%		105.5%		1,756,792		28.7%		96.3%		91.2%		落札代行（アイオーク）				1,717,172		28.7%		1,847,599		29.4%		107.6%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク）				923,228		29.5%		968,594		29.7%		104.9%		897,337		28.9%		97.2%		92.6%		落札代行（アイオーク）				901,967		30.3%		957,274		30.3%		106.1%		859,454		28.5%		95.3%		89.8%		落札代行（アイオーク）				867,987		29.0%		931,312		7.3%		107.3%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク）				849,185		28.5%		916,287		29.1%		107.9%		0		-		-		-

				車両検査（AIS）				2,440,889		20.2%		2,526,136		19.9%		103.5%		1,229,420		20.1%		50.4%		48.7%		車両検査（AIS）				1,230,398		20.2%		1,269,589		19.8%		103.2%		1,229,420		20.1%		99.9%		96.8%		車両検査（AIS）				1,210,490		20.3%		1,256,547		20.0%		103.8%		0		-		-		-		車両検査（AIS）				638,015		20.4%		655,716		20.1%		102.8%		600,432		19.3%		94.1%		91.6%		車両検査（AIS）				592,383		19.9%		613,872		19.4%		103.6%		628,988		20.9%		106.2%		102.5%		車両検査（AIS）				590,658		19.7%		615,173		4.8%		104.2%		0		-		-		-		車両検査（AIS）				619,832		20.8%		641,373		20.4%		103.5%		0		-		-		-

				ASS				196,491		1.6%		186,734		1.5%		95.0%		92,361		1.5%		47.0%		49.5%		ASS				98,764		1.6%		93,724		1.5%		94.9%		92,361		1.5%		93.5%		98.5%		ASS				97,726		1.6%		93,009		1.5%		95.2%		0		-		-		-		ASS				46,892		1.5%		45,879		1.4%		97.8%		45,502		1.5%		97.0%		99.2%		ASS				51,871		1.7%		47,845		1.5%		92.2%		46,858		1.6%		90.3%		97.9%		ASS				49,891		1.7%		46,951		0.4%		94.1%		0		-		-		-		ASS				47,834		1.6%		46,057		1.5%		96.3%		0		-		-		-

				AFP				415,135		3.4%		415,594		3.3%		100.1%		200,219		3.3%		48.2%		48.2%		AFP				207,618		3.4%		199,485		3.1%		96.1%		200,219		3.3%		96.4%		100.4%		AFP				207,517		3.5%		216,109		3.4%		104.1%		0		-		-		-		AFP				102,788		3.3%		99,093		3.0%		96.4%		101,105		3.3%		98.4%		102.0%		AFP				104,830		3.5%		100,392		3.2%		95.8%		99,114		3.3%		94.5%		98.7%		AFP				104,606		3.5%		104,904		0.8%		100.3%		0		-		-		-		AFP				102,910		3.5%		111,205		3.5%		108.1%		0		-		-		-

				商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				ランマート				789,553		6.5%		888,800		7.0%		112.6%		295,770		4.8%		37.5%		33.3%		ランマート				397,437		6.5%		438,400		6.8%		110.3%		295,770		4.8%		74.4%		67.5%		ランマート				392,115		6.6%		450,400		7.2%		114.9%		0		-		-		-		ランマート				215,923		6.9%		237,200		7.3%		109.9%		187,198		6.0%		86.7%		78.9%		ランマート				181,514		6.1%		201,200		6.4%		110.8%		108,572		3.6%		59.8%		54.0%		ランマート				185,683		6.2%		205,200		1.6%		110.5%		0		-		-		-		ランマート				206,432		6.9%		245,200		7.8%		118.8%		0		-		-		-

				ランマート勘定				294,234		2.4%		296,144		2.3%		100.6%		132,694		2.2%		45.1%		44.8%		ランマート勘定				143,036		2.3%		143,036		2.2%		100.0%		132,694		2.2%		92.8%		92.8%		ランマート勘定				151,197		2.5%		153,107		2.4%		101.3%		0		-		-		-		ランマート勘定				76,768		2.5%		76,768		2.4%		100.0%		70,040		2.3%		91.2%		91.2%		ランマート勘定				66,268		2.2%		66,268		2.1%		100.0%		62,654		2.1%		94.5%		94.5%		ランマート勘定				68,466		2.3%		68,466		0.5%		100.0%		0		-		-		-		ランマート勘定				82,730		2.8%		84,641		2.7%		102.3%		0		-		-		-

				四輪事業売上合計				13,639,805		113.0%		14,207,809		111.9%		104.2%		6,804,374		111.2%		49.9%		47.9%		四輪事業売上合計				6,887,580		112.9%		7,171,301		111.8%		104.1%		6,804,374		111.2%		98.8%		94.9%		四輪事業売上合計				6,752,225		113.0%		7,036,507		112.0%		104.2%		0		-		-		-		四輪事業売上合計				3,521,840		112.7%		3,639,426		111.7%		103.3%		3,474,903		111.8%		98.7%		95.5%		四輪事業売上合計				3,365,739		113.1%		3,531,875		111.8%		104.9%		3,329,470		110.6%		98.9%		94.3%		四輪事業売上合計				3,364,096		112.2%		3,500,905		27.6%		104.1%		0		-		-		-		四輪事業売上合計				3,388,128		113.8%		3,535,602		112.3%		104.4%		0		-		-		-

		 		連結調整勘定				△ 1,564,263		-		△ 1,506,453		-		-		△ 684,212		-		-		-		連結調整勘定				△ 786,538		-		△ 754,745		-		-		△ 684,212		-		-		-		連結調整勘定				△ 777,725		-		△ 751,707		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 396,371		-		△ 382,516		-		-		△ 366,034		-		-		-		連結調整勘定				△ 390,166		-		△ 372,228		-		-		△ 318,178		-		-		-		連結調整勘定				△ 366,870		-		△ 364,912		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 410,854		-		△ 386,794		-		-		0		-		-		-

				四輪事業売上合計（連結調整後）				12,075,542		100.0%		12,701,356		100.0%		105.2%		6,120,161		100.0%		50.7%		48.2%		四輪事業売上合計（連結調整後）				6,101,042		100.0%		6,416,556		100.0%		105.2%		6,120,161		100.0%		100.3%		95.4%		四輪事業売上合計（連結調整後）				5,974,499		100.0%		6,284,800		100.0%		105.2%		0		-		-		-		四輪事業売上合計（連結調整後）				3,125,469		100.0%		3,256,909		100.0%		104.2%		3,108,869		100.0%		99.5%		95.5%		四輪事業売上合計（連結調整後）				2,975,573		100.0%		3,159,646		100.0%		106.2%		3,011,292		100.0%		101.2%		95.3%		四輪事業売上合計（連結調整後）				2,997,225		100.0%		3,135,992		24.7%		104.6%		0		-		-		-		四輪事業売上合計（連結調整後）				2,977,274		100.0%		3,148,807		100.0%		105.8%		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比

				中古車オークション（四輪事業部）				793,930		20.8%		899,632		22.6%		113.3%		444,456		23.5%		56.0%		49.4%		中古車オークション（四輪事業部）				366,209		19.4%		456,432		22.9%		124.6%		444,456		23.5%		121.4%		97.4%		中古車オークション（四輪事業部）				427,721		22.2%		443,199		22.4%		103.6%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部）				204,888		21.6%		225,179		22.8%		109.9%		243,506		25.2%		118.8%		108.1%		中古車オークション（四輪事業部）				161,320		17.1%		231,253		23.0%		143.4%		200,949		21.6%		124.6%		86.9%		中古車オークション（四輪事業部）				225,848		23.4%		250,482		24.9%		110.9%		0		-		-		-		中古車オークション（四輪事業部）				201,872		21.0%		192,716		19.8%		95.5%		0		-		-		-

				ライブ中継（NWAA）				1,541,821		71.8%		1,491,973		69.6%		96.8%		851,818		70.9%		55.2%		57.1%		ライブ中継（NWAA）				793,223		72.4%		772,684		69.9%		97.4%		851,818		70.9%		107.4%		110.2%		ライブ中継（NWAA）				748,597		71.2%		719,288		69.3%		96.1%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA）				420,151		73.6%		405,380		71.5%		96.5%		441,391		72.6%		105.1%		108.9%		ライブ中継（NWAA）				373,072		71.1%		367,303		68.2%		98.5%		410,426		69.1%		110.0%		111.7%		ライブ中継（NWAA）				381,925		71.7%		359,314		68.9%		94.1%		0		-		-		-		ライブ中継（NWAA）				366,672		70.7%		359,974		69.6%		98.2%		0		-		-		-

				落札代行（アイオーク）				1,158,777		32.7%		1,181,290		31.3%		101.9%		615,745		35.0%		53.1%		52.1%		落札代行（アイオーク）				601,802		33.0%		609,818		31.7%		101.3%		615,745		35.0%		102.3%		101.0%		落札代行（アイオーク）				556,974		32.4%		571,472		30.9%		102.6%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク）				306,753		33.2%		305,811		31.6%		99.7%		330,144		36.8%		107.6%		108.0%		落札代行（アイオーク）				295,049		32.7%		304,007		31.8%		103.0%		285,600		33.2%		96.8%		93.9%		落札代行（アイオーク）				284,348		32.8%		292,256		31.4%		102.8%		0		-		-		-		落札代行（アイオーク）				272,626		32.1%		279,216		30.5%		102.4%		0		-		-		-

				車両検査（AIS）				284,174		11.6%		271,864		10.8%		95.7%		128,909		10.5%		45.4%		47.4%		車両検査（AIS）				166,200		13.5%		137,503		10.8%		82.7%		128,909		10.5%		77.6%		93.8%		車両検査（AIS）				117,974		9.7%		134,361		10.7%		113.9%		0		-		-		-		車両検査（AIS）				116,176		18.2%		93,948		14.3%		80.9%		67,457		11.2%		58.1%		71.8%		車両検査（AIS）				50,024		8.4%		43,554		7.1%		87.1%		61,452		9.8%		122.8%		141.1%		車両検査（AIS）				51,478		8.7%		63,028		10.2%		122.4%		0		-		-		-		車両検査（AIS）				66,496		10.7%		71,333		11.1%		107.3%		0		-		-		-

				ASS				1,972		1.0%		△ 10,802		-		-		△ 871		-		-		-		ASS				△ 1,744		-		△ 5,121		-		-		△ 871		-		-		-		ASS				3,717		3.8%		△ 5,681		-		-		0		-		-		-		ASS				△ 1,712		-		△ 2,249		-		-		△ 92		-		-		-		ASS				△ 32		-		△ 2,871		-		-		△ 779		-		-		-		ASS				2,958		5.9%		△ 1,493		-		-		0		-		-		-		ASS				758		1.6%		△ 4,187		-		-		0		-		-		-

				AFP				△ 38,346		-		10,167		2.4%		-		12,966		6.5%		-		127.5%		AFP				△ 20,068		-		△ 74		-		-		12,966		6.5%		-		-		AFP				△ 18,277		-		10,241		4.7%		-		0		-		-		-		AFP				△ 6,021		-		△ 183		-		-		12,925		12.8%		-		-		AFP				△ 14,046		-		108		0.1%		-		40		0.0%		-		37.1%		AFP				△ 11,323		-		4,315		4.1%		-		0		-		-		-		AFP				△ 6,953		-		5,925		5.3%		-		0		-		-		-

				商品サービス戦略室				△ 83,813		-		△ 72,935		-		-		△ 47,374		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 41,640		-		△ 47,882		-		-		△ 47,374		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 42,173		-		△ 25,053		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 20,548		-		△ 23,696		-		-		△ 15,960		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 21,092		-		△ 24,186		-		-		△ 31,414		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 21,278		-		△ 945		-		-		0		-		-		-		商品サービス戦略室				△ 20,894		-		△ 24,108		-		-		0		-		-		-

				流通改革推進室				△ 19,978		-		△ 39,163		-		-		△ 19,774		-		-		-		流通改革推進室				△ 15		-		△ 19,581		-		-		△ 19,774		-		-		-		流通改革推進室				△ 19,962		-		△ 19,581		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				0		-		△ 9,448		-		-		△ 9,412		-		-		-		流通改革推進室				△ 15		-		△ 10,132		-		-		△ 10,361		-		-		-		流通改革推進室				△ 9,547		-		△ 9,558		-		-		0		-		-		-		流通改革推進室				△ 10,414		-		△ 10,023		-		-		0		-		-		-

				ランマート				△ 14,561		-		△ 20,219		-		-		△ 4,706		-		-		-		ランマート				△ 7,038		-		△ 260		-		-		△ 4,706		-		-		-		ランマート				△ 7,522		-		△ 19,959		-		-		0		-		-		-		ランマート				△ 1,340		-		2,155		0.9%		-		△ 3,512		-		-		-		ランマート				△ 5,698		-		△ 2,415		-		-		△ 1,194		-		-		-		ランマート				△ 3,428		-		△ 23,774		-		-		0		-		-		-		ランマート				△ 4,094		-		3,815		1.6%		-		0		-		-		-

				ランマート勘定				△ 20,423		-		△ 22,735		-		-		△ 9,115		-		-		-		ランマート勘定				△ 10,179		-		△ 11,473		-		-		△ 9,115		-		-		-		ランマート勘定				△ 10,243		-		△ 11,261		-		-		0		-		-		-		ランマート勘定				△ 5,088		-		△ 5,718		-		-		△ 6,450		-		-		-		ランマート勘定				△ 5,091		-		△ 5,755		-		-		△ 2,664		-		-		-		ランマート勘定				△ 5,147		-		△ 5,863		-		-		0		-		-		-		ランマート勘定				△ 5,096		-		△ 5,398		-		-		0		-		-		-

				四輪事業営業利益合計				3,603,552		26.4%		3,689,072		26.0%		102.4%		1,972,054		29.0%		54.7%		53.5%		四輪事業営業利益合計				1,846,747		26.8%		1,892,045		26.4%		102.5%		1,972,054		29.0%		106.8%		104.2%		四輪事業営業利益合計				1,756,804		26.0%		1,797,026		25.5%		102.3%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計				1,013,257		28.8%		991,178		27.2%		97.8%		1,059,998		30.5%		104.6%		106.9%		四輪事業営業利益合計				833,490		24.8%		900,866		25.5%		108.1%		912,056		27.4%		109.4%		101.2%		四輪事業営業利益合計				895,832		26.6%		927,761		26.5%		103.6%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計				860,972		25.4%		869,265		24.6%		101.0%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 205,209		-		△ 15,062		-		-		△ 2,118		-		-		-		連結調整勘定				△ 130,925		-		△ 7,215		-		-		△ 2,118		-		-		-		連結調整勘定				△ 74,284		-		△ 7,847		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 94,330		-		1,183		-		-		△ 1,716		-		-		-		連結調整勘定				△ 36,595		-		△ 8,399		-		-		△ 401		-		-		-		連結調整勘定				△ 25,097		-		△ 3,592		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 49,186		-		△ 4,254		-		-		0		-		-		-

				四輪事業営業利益合計（連結調整後）				3,398,342		28.1%		3,674,009		28.9%		108.1%		1,969,936		32.2%		58.0%		53.6%		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				1,715,822		28.1%		1,884,830		29.4%		109.8%		1,969,936		32.2%		114.8%		104.5%		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				1,682,520		28.2%		1,789,179		28.5%		106.3%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				918,927		29.4%		992,362		30.5%		108.0%		1,058,282		34.0%		115.2%		106.6%		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				796,894		26.8%		892,467		28.2%		112.0%		911,654		30.3%		114.4%		102.1%		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				870,734		29.1%		924,168		29.5%		106.1%		0		-		-		-		四輪事業営業利益合計（連結調整後）				811,786		27.3%		865,010		27.5%		106.6%		0		-		-		-

				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計																																																																		第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期

				デジタルプロダクツ事業セグメント																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン				デジタルプロダクツ事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン				デジタルプロダクツ事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン

				デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期														デジタルプロダクツ事業				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		中古PC（RTA）		110,845		2.7%		113,139		2.2%		102.1%		57,455		2.7%		51.8%		50.8%		0		中古PC（RTA）		56,691		2.4%		57,587		2.8%		101.6%		57,455		2.7%		101.3%		99.8%		0		中古PC（RTA）		54,153		3.1%		55,552		1.8%		102.6%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		31,441		2.4%		29,275		3.0%		93.1%		28,526		2.4%		90.7%		97.4%		0		中古PC（RTA）		25,249		2.4%		28,312		2.7%		112.1%		28,929		3.2%		114.6%		102.2%		0		中古PC（RTA）		26,310		3.3%		28,888		2.4%		109.8%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		27,843		2.9%		26,664		1.4%		95.8%		0		-		-		-

				0		中古スマートフォン（GA）		2,189,870		53.1%		2,816,500		54.9%		128.6%		1,176,788		56.3%		53.7%		41.8%		0		中古スマートフォン（GA）		1,380,181		58.4%		1,001,050		49.0%		72.5%		1,176,788		56.3%		85.3%		117.6%		0		中古スマートフォン（GA）		809,689		45.9%		1,815,450		58.9%		224.2%		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		779,854		60.2%		487,800		49.5%		62.6%		670,151		56.8%		85.9%		137.4%		0		中古スマートフォン（GA）		600,326		56.2%		513,250		48.6%		85.5%		506,637		55.5%		84.4%		98.7%		0		中古スマートフォン（GA）		416,689		52.1%		768,750		63.1%		184.5%		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		392,999		40.8%		1,046,700		56.1%		266.3%		0		-		-		-

				0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		オークション収入		2,300,715		55.8%		2,929,639		57.2%		127.3%		1,234,244		59.0%		53.6%		42.1%		0		オークション収入		1,436,872		60.8%		1,058,637		51.8%		73.7%		1,234,244		59.0%		85.9%		116.6%		0		オークション収入		863,842		49.0%		1,871,002		60.7%		216.6%		0		-		-		-		0		オークション収入		811,296		62.6%		517,075		52.5%		63.7%		698,677		59.3%		86.1%		135.1%		0		オークション収入		625,575		58.6%		541,562		51.3%		86.6%		535,566		58.7%		85.6%		98.9%		0		オークション収入		442,999		55.4%		797,638		65.4%		180.1%		0		-		-		-		0		オークション収入		420,843		43.7%		1,073,364		57.6%		255.1%		0		-		-		-

				0		中古PC（RTA）		5,440		0.1%		5,450		0.1%		100.2%		3,065		0.1%		56.3%		56.2%		0		中古PC（RTA）		2,520		0.1%		2,580		0.1%		102.4%		3,065		0.1%		121.6%		118.8%		0		中古PC（RTA）		2,920		0.2%		2,870		0.1%		98.3%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		1,170		0.1%		1,200		0.1%		102.6%		1,475		0.1%		126.1%		122.9%		0		中古PC（RTA）		1,350		0.1%		1,380		0.1%		102.2%		1,590		0.2%		117.8%		115.2%		0		中古PC（RTA）		1,440		0.2%		1,460		0.1%		101.4%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		1,480		0.2%		1,410		0.1%		95.3%		0		-		-		-

				0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		会費収入		5,440		0.1%		5,450		0.1%		100.2%		3,065		0.1%		56.3%		56.2%		0		会費収入		2,520		0.1%		2,580		0.1%		102.4%		3,065		0.1%		121.6%		118.8%		0		会費収入		2,920		0.2%		2,870		0.1%		98.3%		0		-		-		-		0		会費収入		1,170		0.1%		1,200		0.1%		102.6%		1,475		0.1%		126.1%		122.9%		0		会費収入		1,350		0.1%		1,380		0.1%		102.2%		1,590		0.2%		117.8%		115.2%		0		会費収入		1,440		0.2%		1,460		0.1%		101.4%		0		-		-		-		0		会費収入		1,480		0.2%		1,410		0.1%		95.3%		0		-		-		-

				0		中古PC（RTA）		145,615		3.5%		155,752		3.0%		107.0%		36,360		1.7%		25.0%		23.3%		0		中古PC（RTA）		31,970		1.4%		51,350		2.5%		160.6%		36,360		1.7%		113.7%		70.8%		0		中古PC（RTA）		113,645		6.4%		104,402		3.4%		91.9%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		10,232		0.8%		5,420		0.5%		53.0%		14,308		1.2%		139.8%		264.0%		0		中古PC（RTA）		21,738		2.0%		45,930		4.3%		211.3%		22,051		2.4%		101.4%		48.0%		0		中古PC（RTA）		9,721		1.2%		7,620		0.6%		78.4%		0		-		-		-		0		中古PC（RTA）		103,923		10.8%		96,782		5.2%		93.1%		0		-		-		-

				0		中古スマートフォン（GA）		1,674,520		40.6%		2,035,000		39.7%		121.5%		840,128		40.2%		50.2%		41.3%		0		中古スマートフォン（GA）		891,118		37.7%		929,500		45.5%		104.3%		840,128		40.2%		94.3%		90.4%		0		中古スマートフォン（GA）		783,402		44.4%		1,105,500		35.8%		141.1%		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		472,341		36.5%		462,000		46.9%		97.8%		464,357		39.4%		98.3%		100.5%		0		中古スマートフォン（GA）		418,776		39.2%		467,500		44.3%		111.6%		375,771		41.2%		89.7%		80.4%		0		中古スマートフォン（GA）		346,373		43.3%		412,500		33.8%		119.1%		0		-		-		-		0		中古スマートフォン（GA）		437,028		45.4%		693,000		37.2%		158.6%		0		-		-		-

				0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		New Business推進室		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		その他収入		1,820,135		44.1%		2,190,752		42.7%		120.4%		876,488		41.9%		48.2%		40.0%		0		その他収入		923,088		39.1%		980,850		48.0%		106.3%		876,488		41.9%		95.0%		89.4%		0		その他収入		897,047		50.9%		1,209,902		39.2%		134.9%		0		-		-		-		0		その他収入		482,573		37.3%		467,420		47.4%		96.9%		478,665		40.6%		99.2%		102.4%		0		その他収入		440,514		41.3%		513,430		48.6%		116.6%		397,822		43.6%		90.3%		77.5%		0		その他収入		356,094		44.5%		420,120		34.5%		118.0%		0		-		-		-		0		その他収入		540,952		56.2%		789,782		42.4%		146.0%		0		-		-		-

				中古PC（RTA）				261,900		6.3%		274,341		5.4%		104.8%		96,880		4.6%		37.0%		35.3%		中古PC（RTA）				91,181		3.9%		111,517		5.5%		122.3%		96,880		4.6%		106.2%		86.9%		中古PC（RTA）				170,718		9.7%		162,824		5.3%		95.4%		0		-		-		-		中古PC（RTA）				42,844		3.3%		35,895		3.6%		83.8%		44,309		3.8%		103.4%		123.4%		中古PC（RTA）				48,337		4.5%		75,622		7.2%		156.4%		52,570		5.8%		108.8%		69.5%		中古PC（RTA）				37,471		4.7%		37,968		3.1%		101.3%		0		-		-		-		中古PC（RTA）				133,247		13.8%		124,856		6.7%		93.7%		0		-		-		-

				中古スマートフォン（GA）				3,864,390		93.7%		4,851,500		94.6%		125.5%		2,016,917		96.5%		52.2%		41.6%		中古スマートフォン（GA）				2,271,299		96.1%		1,930,550		94.5%		85.0%		2,016,917		96.5%		88.8%		104.5%		中古スマートフォン（GA）				1,593,091		90.4%		2,920,950		94.7%		183.4%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA）				1,252,196		96.7%		949,800		96.4%		75.9%		1,134,508		96.2%		90.6%		119.4%		中古スマートフォン（GA）				1,019,102		95.5%		980,750		92.8%		96.2%		882,408		96.7%		86.6%		90.0%		中古スマートフォン（GA）				763,062		95.4%		1,181,250		96.9%		154.8%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA）				830,028		86.2%		1,739,700		93.3%		209.6%		0		-		-		-

				New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業売上合計				4,126,291		100.0%		5,125,841		100.0%		124.2%		2,113,797		101.1%		51.2%		41.2%		デジタルプロダクツ事業売上合計				2,362,480		100.0%		2,042,067		100.0%		86.4%		2,113,797		101.1%		89.5%		103.5%		デジタルプロダクツ事業売上合計				1,763,810		100.1%		3,083,774		100.0%		174.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計				1,295,040		100.0%		985,695		100.0%		76.1%		1,178,818		100.0%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業売上合計				1,067,440		100.0%		1,056,372		100.0%		99.0%		934,979		102.5%		87.6%		88.5%		デジタルプロダクツ事業売上合計				800,534		100.1%		1,219,218		100.0%		152.3%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計				963,275		100.0%		1,864,556		100.0%		193.6%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 915		-		0		-		-		△ 22,818		-		-		-		連結調整勘定				0		-		0		-		-		△ 22,818		-		-		-		連結調整勘定				△ 914		-		0		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		0		-		-		0		0.0%		-		-		連結調整勘定				0		-		0		-		-		△ 22,819		-		-		-		連結調整勘定				△ 914		-		0		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				4,125,376		100.0%		5,125,841		100.0%		124.3%		2,090,979		100.0%		50.7%		40.8%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				2,362,480		100.0%		2,042,067		100.0%		86.4%		2,090,979		100.0%		88.5%		102.4%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				1,762,895		100.0%		3,083,774		100.0%		174.9%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				1,295,040		100.0%		985,695		100.0%		76.1%		1,178,819		100.0%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				1,067,440		100.0%		1,056,372		100.0%		99.0%		912,160		100.0%		85.5%		86.3%		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				799,619		100.0%		1,219,218		100.0%		152.5%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業売上合計（連結調整後）				963,275		100.0%		1,864,556		100.0%		193.6%		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比

				中古PC（RTA）				23,366		8.9%		8,947		3.3%		38.3%		14,648		15.1%		62.7%		163.7%		中古PC（RTA）				12,539		13.8%		1,946		1.7%		15.5%		14,648		15.1%		116.8%		752.7%		中古PC（RTA）				10,827		6.3%		7,001		4.3%		64.7%		0		-		-		-		中古PC（RTA）				7,468		17.4%		△ 2,808		-		-		5,674		12.8%		76.0%		-		中古PC（RTA）				5,070		10.5%		4,754		6.3%		93.8%		8,974		17.1%		177.0%		188.7%		中古PC（RTA）				△ 2,863		-		△ 3,320		-		-		0		-		-		-		中古PC（RTA）				13,691		10.3%		10,322		8.3%		75.4%		0		-		-		-

				中古スマートフォン（GA）				2,047,938		53.0%		2,501,572		51.6%		122.2%		1,171,015		58.1%		57.2%		46.8%		中古スマートフォン（GA）				1,296,547		57.1%		896,307		46.4%		69.1%		1,171,015		58.1%		90.3%		130.6%		中古スマートフォン（GA）				751,390		47.2%		1,605,265		55.0%		213.6%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA）				752,283		60.1%		421,951		44.4%		56.1%		701,050		61.8%		93.2%		166.1%		中古スマートフォン（GA）				544,264		53.4%		474,355		48.4%		87.2%		469,964		53.3%		86.3%		99.1%		中古スマートフォン（GA）				393,563		51.6%		617,231		52.3%		156.8%		0		-		-		-		中古スマートフォン（GA）				357,827		43.1%		988,034		56.8%		276.1%		0		-		-		-

				New Business推進室				△ 34,921		-		△ 13,484		-		-		△ 6,723		-		-		-		New Business推進室				△ 23,519		-		△ 6,742		-		-		△ 6,723		-		-		-		New Business推進室				△ 11,401		-		△ 6,742		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				△ 11,569		-		△ 3,294		-		-		△ 3,332		-		-		-		New Business推進室				△ 11,950		-		△ 3,447		-		-		△ 3,391		-		-		-		New Business推進室				△ 8,679		-		△ 3,319		-		-		0		-		-		-		New Business推進室				△ 2,722		-		△ 3,422		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業営業利益合計				2,036,384		49.4%		2,497,036		48.7%		122.6%		1,178,940		55.8%		57.9%		47.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				1,285,567		54.4%		891,511		43.7%		69.3%		1,178,940		55.8%		91.7%		132.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				750,817		42.6%		1,605,525		52.1%		213.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				748,182		57.8%		415,848		42.2%		55.6%		703,392		59.7%		94.0%		169.1%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				537,384		50.3%		475,662		45.0%		88.5%		475,548		50.9%		88.5%		100.0%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				382,021		47.7%		610,590		50.1%		159.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計				368,795		38.3%		994,934		53.4%		269.8%		0		-		-		-

				連結調整勘定				0		-		18,000		-		-		9,000		-		-		50.0%		連結調整勘定				0		-		9,000		-		-		9,000		-		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		9,000		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		4,500		-		-		4,500		491266.4%		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		4,500		-		-		4,500		-		-		100.0%		連結調整勘定				0		-		4,500		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		4,500		-		-		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				2,036,384		49.4%		2,515,036		49.1%		123.5%		1,187,940		56.8%		58.3%		47.2%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				1,285,567		54.4%		900,511		44.1%		70.0%		1,187,940		56.8%		92.4%		131.9%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				750,817		42.6%		1,614,525		52.4%		215.0%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				748,182		57.8%		420,348		42.6%		56.2%		707,892		60.1%		94.6%		168.4%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				537,384		50.3%		480,162		45.5%		89.4%		480,048		52.6%		89.3%		100.0%		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				382,021		47.8%		615,090		50.4%		161.0%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業営業利益合計（連結調整後）				368,795		38.3%		999,434		53.6%		271.0%		0		-		-		-

				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計																																																																		第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期

				その他情報流通事業セグメント																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン				その他情報流通事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン				その他情報流通事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン

				その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期														その他情報流通事業				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		花き（切花・鉢物）		534,967		20.5%		566,723		20.6%		105.9%		240,114		18.1%		44.9%		42.4%		0		花き（切花・鉢物）		245,899		19.3%		259,856		19.2%		105.7%		240,114		18.1%		97.6%		92.4%		0		花き（切花・鉢物）		289,067		21.7%		306,867		22.0%		106.2%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		135,322		21.1%		142,134		21.1%		105.0%		134,644		20.1%		99.5%		94.7%		0		花き（切花・鉢物）		110,577		17.4%		117,721		17.4%		106.5%		105,470		16.1%		95.4%		89.6%		0		花き（切花・鉢物）		142,043		21.2%		149,633		21.5%		105.3%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		147,023		22.3%		157,234		22.4%		106.9%		0		-		-		-

				0		ブランド品		667,705		25.6%		722,779		26.3%		108.2%		369,737		27.9%		55.4%		51.2%		0		ブランド品		323,278		25.3%		353,676		26.2%		109.4%		369,737		27.9%		114.4%		104.5%		0		ブランド品		344,427		25.9%		369,102		26.4%		107.2%		0		-		-		-		0		ブランド品		153,337		23.9%		163,020		24.2%		106.3%		180,404		27.0%		117.7%		110.7%		0		ブランド品		169,941		26.7%		190,655		28.1%		112.2%		189,333		20.8%		111.4%		99.3%		0		ブランド品		164,017		24.5%		181,520		26.1%		110.7%		0		-		-		-		0		ブランド品		180,409		27.3%		187,582		26.8%		104.0%		0		-		-		-

				0		中古バイク		474,557		18.2%		516,483		18.8%		108.8%		228,102		17.2%		48.1%		44.2%		0		中古バイク		238,558		18.7%		261,658		19.4%		109.7%		228,102		17.2%		95.6%		87.2%		0		中古バイク		235,998		17.7%		254,824		18.2%		108.0%		0		-		-		-		0		中古バイク		109,970		17.2%		124,516		18.5%		113.2%		105,729		15.8%		96.1%		84.9%		0		中古バイク		128,588		20.2%		137,142		20.2%		106.7%		122,372		13.4%		95.2%		89.2%		0		中古バイク		126,864		18.9%		127,718		18.4%		100.7%		0		-		-		-		0		中古バイク		109,134		16.5%		127,105		18.1%		116.5%		0		-		-		-

				0		オークション収入		1,677,229		64.3%		1,805,986		65.7%		107.7%		837,954		63.3%		50.0%		46.4%		0		オークション収入		807,736		63.3%		875,191		64.8%		108.4%		837,954		63.3%		103.7%		95.7%		0		オークション収入		869,493		65.4%		930,794		66.6%		107.1%		0		-		-		-		0		オークション収入		398,629		62.2%		429,672		63.8%		107.8%		420,778		62.9%		105.6%		97.9%		0		オークション収入		409,106		64.4%		445,519		65.8%		108.9%		417,176		45.7%		102.0%		93.6%		0		オークション収入		432,926		64.6%		458,872		65.9%		106.0%		0		-		-		-		0		オークション収入		436,566		66.1%		471,922		67.3%		108.1%		0		-		-		-

				0		花き（切花・鉢物）		110,816		4.3%		109,931		4.0%		99.2%		53,590		4.0%		48.4%		48.7%		0		花き（切花・鉢物）		55,766		4.4%		54,890		4.1%		98.4%		53,590		4.0%		96.1%		97.6%		0		花き（切花・鉢物）		55,049		4.1%		55,040		3.9%		100.0%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		27,910		4.4%		27,423		4.1%		98.3%		26,941		4.0%		96.5%		98.2%		0		花き（切花・鉢物）		27,856		4.4%		27,467		4.1%		98.6%		26,649		2.9%		95.7%		97.0%		0		花き（切花・鉢物）		27,671		4.1%		27,519		4.0%		99.4%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		27,377		4.1%		27,521		3.9%		100.5%		0		-		-		-

				0		ブランド品		107,785		4.1%		114,823		4.2%		106.5%		56,637		4.3%		52.5%		49.3%		0		ブランド品		52,817		4.1%		56,509		4.2%		107.0%		56,637		4.3%		107.2%		100.2%		0		ブランド品		54,967		4.1%		58,314		4.2%		106.1%		0		-		-		-		0		ブランド品		26,127		4.1%		28,027		4.2%		107.3%		27,709		4.1%		106.1%		98.9%		0		ブランド品		26,689		4.2%		28,482		4.2%		106.7%		28,928		3.2%		108.4%		101.6%		0		ブランド品		27,327		4.1%		28,932		4.2%		105.9%		0		-		-		-		0		ブランド品		27,640		4.2%		29,382		4.2%		106.3%		0		-		-		-

				0		中古バイク		236,665		9.1%		234,995		8.6%		99.3%		115,038		8.7%		48.6%		49.0%		0		中古バイク		118,932		9.3%		117,501		8.7%		98.8%		115,038		8.7%		96.7%		97.9%		0		中古バイク		117,733		8.9%		117,493		8.4%		99.8%		0		-		-		-		0		中古バイク		59,897		9.3%		58,896		8.7%		98.3%		57,782		8.6%		96.5%		98.1%		0		中古バイク		59,035		9.3%		58,605		8.7%		99.3%		57,255		6.3%		97.0%		97.7%		0		中古バイク		59,018		8.8%		58,828		8.5%		99.7%		0		-		-		-		0		中古バイク		58,714		8.9%		58,665		8.4%		99.9%		0		-		-		-

				0		会費収入		455,267		17.5%		459,749		16.7%		101.0%		225,266		17.0%		49.5%		49.0%		0		会費収入		227,517		17.8%		228,901		16.9%		100.6%		225,266		17.0%		99.0%		98.4%		0		会費収入		227,750		17.1%		230,847		16.5%		101.4%		0		-		-		-		0		会費収入		113,935		17.8%		114,346		17.0%		100.4%		112,432		16.8%		98.7%		98.3%		0		会費収入		113,581		17.9%		114,554		16.9%		100.9%		112,833		12.4%		99.3%		98.5%		0		会費収入		114,017		17.0%		115,279		16.6%		101.1%		0		-		-		-		0		会費収入		113,732		17.2%		115,568		16.5%		101.6%		0		-		-		-

				0		花き（切花・鉢物）		248,343		9.5%		250,000		9.1%		100.7%		135,833		10.3%		54.7%		54.3%		0		花き（切花・鉢物）		130,156		10.2%		132,257		9.8%		101.6%		135,833		10.3%		104.4%		102.7%		0		花き（切花・鉢物）		118,186		8.9%		117,742		8.4%		99.6%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		70,464		11.0%		71,495		10.6%		101.5%		74,687		11.2%		106.0%		104.5%		0		花き（切花・鉢物）		59,692		9.4%		60,762		9.0%		101.8%		61,146		6.7%		102.4%		100.6%		0		花き（切花・鉢物）		56,891		8.5%		58,866		8.5%		103.5%		0		-		-		-		0		花き（切花・鉢物）		61,295		9.3%		58,876		8.4%		96.1%		0		-		-		-

				0		ブランド品		61,320		2.4%		52,500		1.9%		85.6%		39,171		3.0%		63.9%		74.6%		0		ブランド品		26,317		2.1%		25,850		1.9%		98.2%		39,171		3.0%		148.8%		151.5%		0		ブランド品		35,003		2.6%		26,650		1.9%		76.1%		0		-		-		-		0		ブランド品		13,481		2.1%		14,700		2.2%		109.0%		18,709		2.8%		138.8%		127.3%		0		ブランド品		12,836		2.0%		11,150		1.6%		86.9%		20,461		2.2%		159.4%		183.5%		0		ブランド品		21,315		3.2%		14,950		2.1%		70.1%		0		-		-		-		0		ブランド品		13,687		2.1%		11,700		1.7%		85.5%		0		-		-		-

				0		中古バイク		164,689		6.3%		183,432		6.7%		111.4%		86,531		6.5%		52.5%		47.2%		0		中古バイク		84,819		6.6%		90,486		6.7%		106.7%		86,531		6.5%		102.0%		95.6%		0		中古バイク		79,870		6.0%		92,945		6.7%		116.4%		0		-		-		-		0		中古バイク		43,696		6.8%		44,291		6.6%		101.4%		41,890		6.3%		95.9%		94.6%		0		中古バイク		41,123		6.5%		46,195		6.8%		112.3%		44,641		4.9%		108.6%		96.6%		0		中古バイク		45,004		6.7%		48,892		7.0%		108.6%		0		-		-		-		0		中古バイク		34,865		5.3%		44,053		6.3%		126.4%		0		-		-		-

				0		その他収入		474,354		18.2%		485,932		17.7%		102.4%		261,536		19.7%		55.1%		53.8%		0		その他収入		241,294		18.9%		248,594		18.4%		103.0%		261,536		19.7%		108.4%		105.2%		0		その他収入		233,060		17.5%		237,337		17.0%		101.8%		0		-		-		-		0		その他収入		127,641		19.9%		130,486		19.4%		102.2%		135,286		20.2%		106.0%		103.7%		0		その他収入		113,652		17.9%		118,107		17.4%		103.9%		126,249		13.8%		111.1%		106.9%		0		その他収入		123,211		18.4%		122,708		17.6%		99.6%		0		-		-		-		0		その他収入		109,848		16.6%		114,629		16.3%		104.4%		0		-		-		-

				花き（切花・鉢物）				894,127		34.3%		926,654		33.7%		103.6%		429,538		32.4%		48.0%		46.4%		花き（切花・鉢物）				431,823		33.8%		447,004		33.1%		103.5%		429,538		32.4%		99.5%		96.1%		花き（切花・鉢物）				462,303		34.8%		479,650		34.3%		103.8%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物）				233,696		36.5%		241,053		35.8%		103.1%		236,272		35.3%		101.1%		98.0%		花き（切花・鉢物）				198,127		31.2%		205,950		30.4%		103.9%		193,265		21.2%		97.5%		93.8%		花き（切花・鉢物）				226,606		33.8%		236,018		33.9%		104.2%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物）				235,696		35.7%		243,631		34.7%		103.4%		0		-		-		-

				ブランド品				836,811		32.1%		890,102		32.4%		106.4%		465,546		35.1%		55.6%		52.3%		ブランド品				402,413		31.5%		436,035		32.3%		108.4%		465,546		35.1%		115.7%		106.8%		ブランド品				434,397		32.7%		454,066		32.5%		104.5%		0		-		-		-		ブランド品				192,946		30.1%		205,747		30.5%		106.6%		226,823		33.9%		117.6%		110.2%		ブランド品				209,467		33.0%		230,287		34.0%		109.9%		238,723		26.2%		114.0%		103.7%		ブランド品				212,661		31.7%		225,402		32.4%		106.0%		0		-		-		-		ブランド品				221,736		33.6%		228,664		32.6%		103.1%		0		-		-		-

				中古バイク				875,913		33.6%		934,910		34.0%		106.7%		429,672		32.4%		49.1%		46.0%		中古バイク				442,310		34.7%		469,647		34.8%		106.2%		429,672		32.4%		97.1%		91.5%		中古バイク				433,602		32.6%		465,263		33.3%		107.3%		0		-		-		-		中古バイク				213,564		33.3%		227,704		33.8%		106.6%		205,401		30.7%		96.2%		90.2%		中古バイク				228,746		36.0%		241,942		35.7%		105.8%		224,270		24.6%		98.0%		92.7%		中古バイク				230,887		34.5%		235,438		33.8%		102.0%		0		-		-		-		中古バイク				202,714		30.7%		229,824		32.8%		113.4%		0		-		-		-

				その他情報流通事業売上合計				2,606,851		100.0%		2,751,667		100.1%		105.6%		1,324,757		100.0%		50.8%		48.1%		その他情報流通事業売上合計				1,276,547		100.0%		1,352,687		100.1%		106.0%		1,324,757		100.0%		103.8%		97.9%		その他情報流通事業売上合計				1,330,303		100.0%		1,398,980		100.1%		105.2%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計				640,207		99.9%		674,506		100.1%		105.4%		668,498		100.0%		104.4%		99.1%		その他情報流通事業売上合計				636,340		100.1%		678,181		100.1%		106.6%		656,259		71.9%		103.1%		96.8%		その他情報流通事業売上合計				670,155		100.0%		696,859		100.1%		104.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計				660,147		100.0%		702,120		100.1%		106.4%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 93		-		△ 3,540		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 93		-		△ 1,770		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		△ 1,769		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				626		0.1%		△ 885		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 719		-		△ 885		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		△ 884		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				0		-		△ 885		-		-		0		-		-		-

				その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				2,606,757		100.0%		2,748,127		100.0%		105.4%		1,324,757		100.0%		50.8%		48.2%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				1,276,454		100.0%		1,350,917		100.0%		105.8%		1,324,757		100.0%		103.8%		98.1%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				1,330,303		100.0%		1,397,210		100.0%		105.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				640,833		100.0%		673,621		100.0%		105.1%		668,498		100.0%		104.3%		99.2%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				635,620		100.0%		677,296		100.0%		106.6%		656,259		71.9%		103.2%		96.9%		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				670,155		100.0%		695,974		100.0%		103.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業売上合計（連結調整後）				660,147		100.0%		701,235		100.0%		106.2%		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比

				花き（切花・鉢物）				133,461		14.9%		153,027		16.5%		114.7%		36,173		8.4%		27.1%		23.6%		花き（切花・鉢物）				37,924		8.8%		53,747		12.0%		141.7%		36,173		8.4%		95.4%		67.3%		花き（切花・鉢物）				95,536		20.7%		99,280		20.7%		103.9%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物）				33,935		14.5%		40,065		16.6%		118.1%		32,420		13.7%		95.5%		80.9%		花き（切花・鉢物）				3,989		2.0%		13,681		6.6%		342.9%		3,753		1.9%		94.1%		27.4%		花き（切花・鉢物）				46,407		20.5%		46,413		19.7%		100.0%		0		-		-		-		花き（切花・鉢物）				49,129		20.8%		52,866		21.7%		107.6%		0		-		-		-

				ブランド品				277,187		33.1%		300,742		33.8%		108.5%		165,314		35.5%		59.6%		55.0%		ブランド品				125,760		31.3%		145,714		33.4%		115.9%		165,314		35.5%		131.5%		113.5%		ブランド品				151,426		34.9%		155,028		34.1%		102.4%		0		-		-		-		ブランド品				60,387		31.3%		63,776		31.0%		105.6%		83,862		37.0%		138.9%		131.5%		ブランド品				65,373		31.2%		81,937		35.6%		125.3%		81,451		34.1%		124.6%		99.4%		ブランド品				77,208		36.3%		80,047		35.5%		103.7%		0		-		-		-		ブランド品				74,218		33.5%		74,980		32.8%		101.0%		0		-		-		-

				中古バイク				145,392		16.6%		158,316		16.9%		108.9%		67,273		15.7%		46.3%		42.5%		中古バイク				74,313		16.8%		82,171		17.5%		110.6%		67,273		15.7%		90.5%		81.9%		中古バイク				71,079		16.4%		76,144		16.4%		107.1%		0		-		-		-		中古バイク				39,837		18.7%		44,078		19.4%		110.6%		38,414		18.7%		96.4%		87.1%		中古バイク				34,476		15.1%		38,092		15.7%		110.5%		28,859		12.9%		83.7%		75.8%		中古バイク				45,506		19.7%		45,295		19.2%		99.5%		0		-		-		-		中古バイク				25,573		12.6%		30,849		13.4%		120.6%		0		-		-		-

				その他情報流通事業営業利益合計				556,041		21.3%		612,087		22.2%		110.1%		268,761		20.3%		48.3%		43.9%		その他情報流通事業営業利益合計				237,999		18.6%		281,633		20.8%		118.3%		268,761		20.3%		112.9%		95.4%		その他情報流通事業営業利益合計				318,042		23.9%		330,453		23.6%		103.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計				134,159		21.0%		147,921		21.9%		110.3%		154,697		11.7%		115.3%		104.6%		その他情報流通事業営業利益合計				103,839		16.3%		133,712		19.7%		128.8%		114,063		8.6%		109.8%		85.3%		その他情報流通事業営業利益合計				169,121		25.2%		171,757		24.6%		101.6%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計				148,920		22.6%		158,696		22.6%		106.6%		0		-		-		-

				連結調整勘定				225,035		-		36,000		-		16.0%		26,818		-		11.9%		74.5%		連結調整勘定				133,480		-		18,000		-		13.5%		26,818		-		20.1%		149.0%		連結調整勘定				91,555		-		18,000		-		19.7%		0		-		-		-		連結調整勘定				95,073		15171.1%		9,000		-		9.5%		13,300		-		14.0%		147.8%		連結調整勘定				38,406		-		8,999		-		23.4%		13,518		-		35.2%		150.2%		連結調整勘定				38,927		-		9,000		-		23.1%		0		-		-		-		連結調整勘定				52,628		-		8,999		-		17.1%		0		-		-		-

				その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				781,077		30.0%		648,087		23.6%		83.0%		295,579		22.3%		37.8%		45.6%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				371,479		29.1%		299,633		22.2%		80.7%		295,579		22.3%		79.6%		98.6%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				409,597		30.8%		348,453		24.9%		85.1%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				229,233		35.8%		156,921		23.3%		68.5%		167,997		25.1%		73.3%		107.1%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				142,246		22.4%		142,712		21.1%		100.3%		127,582		19.4%		89.7%		89.4%		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				208,048		31.0%		180,757		26.0%		86.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業営業利益合計（連結調整後）				201,548		30.5%		167,696		23.9%		83.2%		0		-		-		-

				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計																																																																		第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期

				その他事業セグメント																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン				その他事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン				その他事業セグメント																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン

				その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期														その他事業				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		国際プロフィット		184,769		15.5%		148,485		13.6%		80.4%		51,814		5.7%		28.0%		34.9%		0		国際プロフィット		105,702		17.7%		50,312		10.2%		47.6%		51,814		5.7%		49.0%		103.0%		0		国際プロフィット		79,067		13.3%		98,172		16.4%		124.2%		0		-		-		-		0		国際プロフィット		61,504		21.8%		24,390		11.0%		39.7%		28,375		6.4%		46.1%		116.3%		0		国際プロフィット		44,198		14.1%		25,922		9.6%		58.7%		23,439		5.1%		53.0%		90.4%		0		国際プロフィット		37,860		11.5%		40,837		15.4%		107.9%		0		-		-		-		0		国際プロフィット		41,207		15.6%		57,335		17.2%		139.1%		0		-		-		-

				0		新規コスト		106		0.0%		12,000		1.1%		11310.9%		300		0.0%		283.2%		2.5%		0		新規コスト		88		0.0%		6,000		1.2%		6811.1%		300		0.0%		341.1%		5.0%		0		新規コスト		18		0.0%		6,000		1.0%		33333.3%		0		-		-		-		0		新規コスト		2		0.0%		3,000		1.4%		118670.9%		300		0.1%		11884.5%		10.0%		0		新規コスト		85		0.0%		3,000		1.1%		3506.1%		0		-		-		-		0		新規コスト		1		0.0%		3,000		1.1%		300000.0%		0		-		-		-		0		新規コスト		17		0.0%		3,000		0.9%		17647.1%		0		-		-		-

				0		検定事業室		18,946		1.6%		33,750		3.1%		178.1%		78		0.0%		0.4%		0.2%		0		検定事業室		88		0.0%		12,250		2.5%		13868.9%		78		0.0%		89.1%		0.6%		0		検定事業室		18,858		3.2%		21,500		3.6%		114.0%		0		-		-		-		0		検定事業室		88		0.0%		0		-		-		0		-		-		-		0		検定事業室		0		-		12,250		4.5%		-		78		0.0%		-		0.6%		0		検定事業室		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		検定事業室		18,858		7.1%		21,500		6.5%		114.0%		0		-		-		-

				0		中古医療機器		77,184		6.5%		53,113		4.9%		68.8%		58,712		6.5%		76.1%		110.5%		0		中古医療機器		33,618		5.6%		25,966		5.3%		77.2%		58,712		6.5%		174.6%		226.1%		0		中古医療機器		43,566		7.3%		27,146		4.5%		62.3%		0		-		-		-		0		中古医療機器		8,848		3.1%		11,243		5.1%		127.1%		12,293		2.8%		138.9%		109.3%		0		中古医療機器		24,770		7.9%		14,723		5.5%		59.4%		46,419		10.0%		187.4%		315.3%		0		中古医療機器		19,373		5.9%		12,623		4.8%		65.2%		0		-		-		-		0		中古医療機器		24,192		9.1%		14,523		4.4%		60.0%		0		-		-		-

				0		KITARO		28,372		2.4%		121,560		11.2%		428.4%		38,378		4.2%		135.3%		31.6%		0		KITARO		7,295		1.2%		45,300		9.2%		620.9%		38,378		4.2%		526.0%		84.7%		0		KITARO		21,076		3.5%		76,260		12.8%		361.8%		0		-		-		-		0		KITARO		1,744		0.6%		18,510		8.3%		1061.0%		15,998		3.6%		917.0%		86.4%		0		KITARO		5,551		1.8%		26,790		9.9%		482.6%		22,379		4.8%		403.2%		83.5%		0		KITARO		7,468		2.3%		34,350		13.0%		460.0%		0		-		-		-		0		KITARO		13,608		5.1%		41,910		12.6%		308.0%		0		-		-		-

				0		不動産		0		-		7,550		0.7%		-		249		0.0%		-		3.3%		0		不動産		0		-		4,250		0.9%		-		249		0.0%		-		5.9%		0		不動産		0		-		3,300		0.6%		-		0		-		-		-		0		不動産		0		-		1,000		0.5%		-		237		0.1%		-		23.7%		0		不動産		0		-		3,250		1.2%		-		12		0.0%		-		0.4%		0		不動産		0		-		3,300		1.2%		-		0		-		-		-		0		不動産		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				新規合計				309,378		26.0%		376,458		34.6%		121.7%		149,534		16.5%		48.3%		39.7%		新規合計				146,792		24.6%		144,078		29.3%		98.2%		149,534		16.5%		101.9%		103.8%		新規合計				162,585		27.3%		232,379		38.9%		142.9%		0		-		-		-		新規合計				72,187		25.5%		58,143		26.2%		80.5%		57,204		12.8%		79.2%		98.4%		新規合計				74,605		23.8%		85,935		31.9%		115.2%		92,329		20.0%		123.8%		107.4%		新規合計				64,702		19.6%		94,110		35.5%		145.5%		0		-		-		-		新規合計				97,883		37.0%		138,268		41.5%		141.3%		0		-		-		-

				㈱オークネット・アイビーエス				124,949		10.5%		115,070		10.6%		92.1%		78,840		8.7%		63.1%		68.5%		㈱オークネット・アイビーエス				77,198		12.9%		78,953		16.1%		102.3%		78,840		8.7%		102.1%		99.9%		㈱オークネット・アイビーエス				47,751		8.0%		36,116		6.0%		75.6%		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				43,504		15.4%		30,386		13.7%		69.8%		47,536		10.7%		109.3%		156.4%		㈱オークネット・アイビーエス				33,694		10.7%		48,566		18.0%		144.1%		31,304		6.8%		92.9%		64.5%		㈱オークネット・アイビーエス				47,751		14.4%		32,816		12.4%		68.7%		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				0		-		3,300		1.0%		-		0		-		-		-

				㈱JBTV				912,403		76.6%		550,070		50.5%		60.3%		300,948		33.1%		33.0%		54.7%		㈱JBTV				502,288		84.3%		350,578		71.4%		69.8%		300,948		33.1%		59.9%		85.8%		㈱JBTV				410,115		68.9%		199,491		33.4%		48.6%		0		-		-		-		㈱JBTV				230,112		81.4%		173,404		78.1%		75.4%		170,227		38.1%		74.0%		98.2%		㈱JBTV				272,175		86.8%		177,174		65.8%		65.1%		130,720		28.3%		48.0%		73.8%		㈱JBTV				364,887		110.4%		158,274		59.8%		43.4%		0		-		-		-		㈱JBTV				45,227		17.1%		41,216		12.4%		91.1%		0		-		-		-

				㈱アシスト				163,713		13.7%		166,946		15.3%		102.0%		241,067		26.5%		147.2%		144.4%		㈱アシスト				0		-		0		-		-		241,067		26.5%		-		-		㈱アシスト				163,713		27.5%		166,946		27.9%		102.0%		0		-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		121,217		27.2%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		119,849		25.9%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		0		-		-		-		㈱アシスト				163,713		61.8%		166,946		50.2%		102.0%		0		-		-		-

				㈱オークネットメディカル				77,347		6.5%		143,033		13.1%		184.9%		65,285		7.2%		84.4%		45.6%		㈱オークネットメディカル				59,136		9.9%		85,076		17.3%		143.9%		65,285		7.2%		110.4%		76.7%		㈱オークネットメディカル				18,211		3.1%		57,957		9.7%		318.3%		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				31,683		11.2%		37,704		17.0%		119.0%		46,495		10.4%		146.8%		123.3%		㈱オークネットメディカル				27,452		8.8%		47,372		17.6%		172.6%		18,790		4.1%		68.4%		39.7%		㈱オークネットメディカル				18,211		5.5%		57,957		21.9%		318.3%		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				AUCNET HK LIMITED				209,677		17.6%		191,465		17.6%		91.3%		69,056		7.6%		32.9%		36.1%		AUCNET HK LIMITED				117,537		19.7%		86,910		17.7%		73.9%		69,056		7.6%		58.8%		79.5%		AUCNET HK LIMITED				92,139		15.5%		104,555		17.5%		113.5%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				60,863		21.5%		47,870		21.6%		78.7%		30,744		6.9%		50.5%		64.2%		AUCNET HK LIMITED				56,673		18.1%		39,040		14.5%		68.9%		38,312		8.3%		67.6%		98.1%		AUCNET HK LIMITED				51,637		15.6%		46,598		17.6%		90.2%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				40,502		15.3%		57,957		17.4%		143.1%		0		-		-		-

				Aucnet USA,LLC.				54,321		4.6%		49,487		4.5%		91.1%		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				1,673		0.3%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				52,648		8.8%		49,487		8.3%		94.0%		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				507		0.2%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				1,166		0.4%		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				52,648		19.9%		49,487		14.9%		94.0%		0		-		-		-

				Print Vision Inc.				11,288		0.9%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				11,288		1.9%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				6,786		2.4%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				4,502		1.4%		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				その他事業売上合計				1,863,081		156.4%		1,592,531		146.3%		85.5%		904,732		99.6%		48.6%		56.8%		その他事業売上合計				915,916		153.6%		745,598		151.8%		81.4%		904,732		99.6%		98.8%		121.3%		その他事業売上合計				947,165		159.1%		846,932		141.7%		89.4%		0		-		-		-		その他事業売上合計				445,645		157.6%		347,509		156.6%		78.0%		473,425		106.1%		106.2%		136.2%		その他事業売上合計				470,270		150.0%		398,089		147.8%		84.7%		431,307		93.4%		91.7%		108.3%		その他事業売上合計				547,189		165.5%		389,757		147.2%		71.2%		0		-		-		-		その他事業売上合計				399,975		151.1%		457,175		137.4%		114.3%		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 671,564		-		△ 503,679		-		-		3,534		0.4%		-		-		連結調整勘定				△ 319,755		-		△ 254,318		-		-		3,534		0.4%		-		-		連結調整勘定				△ 351,808		-		△ 249,360		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 162,945		-		△ 125,580		-		-		△ 27,153		-		-		-		連結調整勘定				△ 156,810		-		△ 128,738		-		-		30,687		6.6%		-		-		連結調整勘定				△ 216,580		-		△ 125,015		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 135,228		-		△ 124,345		-		-		0		-		-		-

				その他事業売上合計（連結調整後）				1,191,516		100.0%		1,088,851		100.0%		91.4%		908,267		100.0%		76.2%		83.4%		その他事業売上合計（連結調整後）				596,160		100.0%		491,279		100.0%		82.4%		908,267		100.0%		152.4%		184.9%		その他事業売上合計（連結調整後）				595,356		100.0%		597,572		100.0%		100.4%		0		-		-		-		その他事業売上合計（連結調整後）				282,699		100.0%		221,928		100.0%		78.5%		446,272		100.0%		157.9%		201.1%		その他事業売上合計（連結調整後）				313,460		100.0%		269,350		100.0%		85.9%		461,994		100.0%		147.4%		171.5%		その他事業売上合計（連結調整後）				330,608		100.0%		264,742		100.0%		80.1%		0		-		-		-		その他事業売上合計（連結調整後）				264,747		100.0%		332,829		100.0%		125.7%		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		-		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		利益率		前期比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比

				0		国際プロフィット		184,769		100.0%		148,485		100.0%		80.4%		51,814		100.0%		28.0%		34.9%		0		国際プロフィット		105,702		100.0%		50,312		100.0%		47.6%		51,814		100.0%		49.0%		103.0%		0		国際プロフィット		79,067		100.0%		98,172		100.0%		124.2%		0		-		-		-		0		国際プロフィット		61,504		100.0%		24,390		100.0%		39.7%		28,375		100.0%		46.1%		116.3%		0		国際プロフィット		44,198		100.0%		25,922		100.0%		58.7%		23,439		100.0%		53.0%		90.4%		0		国際プロフィット		37,860		100.0%		40,837		100.0%		107.9%		0		-		-		-		0		国際プロフィット		41,207		100.0%		57,335		100.0%		139.1%		0		-		-		-

				0		新規コスト		△ 268,232		-		△ 307,507		-		-		△ 115,775		-		-		-		0		新規コスト		△ 139,656		-		△ 156,205		-		-		△ 115,775		-		-		-		0		新規コスト		△ 128,575		-		△ 151,302		-		-		0		-		-		-		0		新規コスト		△ 64,442		-		△ 80,264		-		-		△ 58,708		-		-		-		0		新規コスト		△ 75,214		-		△ 75,940		-		-		△ 57,067		-		-		-		0		新規コスト		△ 66,247		-		△ 75,643		-		-		0		-		-		-		0		新規コスト		△ 62,328		-		△ 75,658		-		-		0		-		-		-

				0		検定事業室		△ 22,616		-		△ 19,450		-		-		△ 1,144		-		-		-		0		検定事業室		△ 3,287		-		△ 3,125		-		-		△ 1,144		-		-		-		0		検定事業室		△ 19,329		-		△ 16,325		-		-		0		-		-		-		0		検定事業室		△ 830		-		△ 2,625		-		-		△ 288		-		-		-		0		検定事業室		△ 2,456		-		△ 500		-		-		△ 856		-		-		-		0		検定事業室		△ 12,743		-		△ 7,175		-		-		0		-		-		-		0		検定事業室		△ 6,585		-		△ 9,150		-		-		0		-		-		-

				0		中古医療機器		△ 19,579		-		△ 13,120		-		-		2,730		4.7%		-		-		0		中古医療機器		△ 12,138		-		△ 7,575		-		-		2,730		4.7%		-		-		0		中古医療機器		△ 7,440		-		△ 5,544		-		-		0		-		-		-		0		中古医療機器		△ 7,958		-		△ 6,187		-		-		△ 2,546		-		-		-		0		中古医療機器		△ 4,180		-		△ 1,387		-		-		5,276		11.4%		-		-		0		中古医療機器		△ 4,475		-		△ 3,557		-		-		0		-		-		-		0		中古医療機器		△ 2,965		-		△ 1,987		-		-		0		-		-		-

				0		KITARO		△ 82,550		-		△ 53,463		-		-		△ 36,636		-		-		-		0		KITARO		△ 43,312		-		△ 33,505		-		-		△ 36,636		-		-		-		0		KITARO		△ 39,237		-		△ 19,958		-		-		0		-		-		-		0		KITARO		△ 23,274		-		△ 15,842		-		-		△ 18,307		-		-		-		0		KITARO		△ 20,037		-		△ 17,662		-		-		△ 18,329		-		-		-		0		KITARO		△ 19,099		-		△ 11,714		-		-		0		-		-		-		0		KITARO		△ 20,138		-		△ 8,243		-		-		0		-		-		-

				0		不動産		0		-		△ 23,150		-		-		△ 9,775		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 12,573		-		-		△ 9,775		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 10,576		-		-		0		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 6,310		-		-		△ 4,766		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 6,262		-		-		△ 5,008		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 5,185		-		-		0		-		-		-		0		不動産		0		-		△ 5,390		-		-		0		-		-		-

				新規合計				△ 208,209		-		△ 268,206		-		-		△ 108,788		-		-		-		新規合計				△ 92,693		-		△ 162,672		-		-		△ 108,788		-		-		-		新規合計				△ 115,516		-		△ 105,533		-		-		0		-		-		-		新規合計				△ 35,002		-		△ 86,841		-		-		△ 56,242		-		-		-		新規合計				△ 57,690		-		△ 75,831		-		-		△ 52,545		-		-		-		新規合計				△ 64,706		-		△ 62,438		-		-		0		-		-		-		新規合計				△ 50,810		-		△ 43,095		-		-		0		-		-		-

				㈱オークネット・アイビーエス				△ 28,435		-		21,714		18.9%		-		7,125		9.0%		-		32.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 16,692		-		8,213		10.4%		-		7,125		9.0%		-		86.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 11,742		-		13,501		37.4%		-		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				△ 7,037		-		175		0.6%		-		5,578		11.7%		-		3175.8%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 9,655		-		8,037		16.6%		-		1,547		4.9%		-		19.3%		㈱オークネット・アイビーエス				△ 4,725		-		2,584		7.9%		-		0		-		-		-		㈱オークネット・アイビーエス				△ 7,017		-		10,916		330.8%		-		0		-		-		-

				㈱JBTV				131,873		14.5%		5,499		1.0%		4.2%		△ 2,123		-		-		-		㈱JBTV				76,628		15.3%		6,562		1.9%		8.6%		△ 2,123		-		-		-		㈱JBTV				55,244		13.5%		△ 1,063		-		-		0		-		-		-		㈱JBTV				28,454		12.4%		2,713		1.6%		9.5%		820		0.5%		2.9%		30.2%		㈱JBTV				48,173		17.7%		3,849		2.2%		8.0%		△ 2,943		-		-		-		㈱JBTV				61,955		17.0%		△ 1,841		-		-		0		-		-		-		㈱JBTV				△ 6,710		-		778		1.9%		-		0		-		-		-

				㈱アシスト				0		-		0		-		-		25,359		10.5%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		25,359		10.5%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		0		-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		8,188		6.8%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		17,170		14.3%		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		0		-		-		-		㈱アシスト				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				㈱オークネットメディカル				△ 15,262		-		△ 4,327		-		-		△ 25,687		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 5,295		-		△ 7,949		-		-		△ 25,687		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 9,967		-		3,622		6.2%		-		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 1,711		-		△ 6,682		-		-		△ 11,731		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 3,584		-		△ 1,267		-		-		△ 13,956		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 4,097		-		1,811		3.1%		-		0		-		-		-		㈱オークネットメディカル				△ 5,869		-		1,811		-		-		0		-		-		-

				AUCNET HK LIMITED				51,339		24.5%		30,781		16.1%		60.0%		3,028		4.4%		5.9%		9.8%		AUCNET HK LIMITED				49,376		42.0%		5,718		6.6%		11.6%		3,028		4.4%		6.1%		53.0%		AUCNET HK LIMITED				1,962		2.1%		25,063		24.0%		1276.8%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				30,652		50.4%		2,460		5.1%		8.0%		△ 1,448		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				18,724		33.0%		3,258		8.3%		17.4%		4,476		11.7%		23.9%		137.4%		AUCNET HK LIMITED				12,771		24.7%		11,254		24.2%		88.1%		0		-		-		-		AUCNET HK LIMITED				△ 10,809		-		13,808		23.8%		-		0		-		-		-

				Aucnet USA,LLC.				△ 13,899		-		△ 286		-		-		△ 404		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 11,712		-		△ 286		-		-		△ 404		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 2,187		-		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 8,440		-		△ 286		-		-		△ 4		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 3,272		-		0		-		-		△ 399		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 1,898		-		0		-		-		0		-		-		-		Aucnet USA,LLC.				△ 288		-		0		-		-		0		-		-		-

				Print Vision Inc.				△ 26,844		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 26,844		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 13,674		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				△ 13,170		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-		Print Vision Inc.				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				その他事業営業利益合計				△ 109,438		-		△ 214,823		-		-		△ 101,490		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 27,232		-		△ 150,413		-		-		△ 101,490		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 82,205		-		△ 64,410		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 6,757		-		△ 88,460		-		-		△ 54,838		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 20,474		-		△ 61,952		-		-		△ 46,651		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 700		-		△ 48,630		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計				△ 81,505		-		△ 15,780		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 47,203		-		△ 6,348		-		-		△ 3,226		-		-		-		連結調整勘定				540		-		△ 3,174		-		-		△ 3,226		-		-		-		連結調整勘定				△ 47,744		-		△ 3,174		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,778		-		△ 1,587		-		-		△ 224		-		-		-		連結調整勘定				2,319		-		△ 1,587		-		-		△ 3,002		-		-		-		連結調整勘定				△ 65,419		-		△ 1,587		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				17,674		-		△ 1,587		-		-		0		-		-		-

				その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 156,642		-		△ 221,172		-		-		△ 104,716		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 26,691		-		△ 153,587		-		-		△ 104,716		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 129,950		-		△ 67,585		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 8,536		-		△ 90,047		-		-		△ 55,063		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 18,155		-		△ 63,540		-		-		△ 49,653		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 66,119		-		△ 50,217		-		-		0		-		-		-		その他事業営業利益合計（連結調整後）				△ 63,830		-		△ 17,367		-		-		0		-		-		-

				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン																										共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																		（単位：千円・％） タンイ セン エン				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																						共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）																		（単位：千円・％） タンイ セン エン

				共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期														共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-		売上合計				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				△ 589,859		-		△ 521,642		-		-		△ 410,396		-		-		-		連結調整勘定				△ 306,882		-		△ 231,040		-		-		△ 410,396		-		-		-		連結調整勘定				△ 282,976		-		△ 290,601		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 381,584		-		△ 112,652		-		-		△ 197,450		-		-		-		連結調整勘定				△ 144,905		-		△ 118,388		-		-		△ 212,945		-		-		-		連結調整勘定				△ 146,163		-		△ 136,553		-		-		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 136,813		-		△ 154,047		-		-		0		-		-		-

				売上合計（連結調整後）				△ 589,859		-		△ 521,642		-		-		△ 410,396		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 306,882		-		△ 231,040		-		-		△ 410,396		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 282,976		-		△ 290,601		-		-		0		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 161,977		-		△ 112,652		-		-		△ 197,450		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 144,905		-		△ 118,388		-		-		△ 212,945		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 146,163		-		△ 136,553		-		-		0		-		-		-		売上合計（連結調整後）				△ 136,813		-		△ 154,047		-		-		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比		営業利益内訳						利益率				利益率		前期比				利益率		前期比		予算比

				共通（調整額）				△ 3,020,335		-		△ 2,947,303		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		共通（調整額）				△ 1,534,593		-		△ 1,759,252		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		共通（調整額）		0		△ 1,485,741		-		△ 1,188,050		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				△ 807,664		-		△ 886,420		-		-		△ 779,174		-		-		-		共通（調整額）				△ 726,928		-		△ 872,832		-		-		△ 832,040		-		-		-		共通（調整額）				△ 711,649		-		△ 567,205		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				△ 774,092		-		△ 620,845		-		-		0		-		-		-

				営業利益合計				△ 3,020,335		-		△ 2,947,303		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		営業利益合計				△ 1,534,593		-		△ 1,759,252		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		営業利益合計				△ 1,485,741		-		△ 1,188,050		-		-		0		-		-		-		営業利益合計				△ 807,664		-		△ 886,420		-		-		△ 779,174		-		-		-		営業利益合計				△ 726,928		-		△ 872,832		-		-		△ 832,040		-		-		-		営業利益合計				△ 711,649		-		△ 567,205		-		-		0		-		-		-		営業利益合計				△ 774,092		-		△ 620,845		-		-		0		-		-		-

				連結調整勘定				206,560		-		60,029		-		29.1%		59,010		-		28.6%		98.3%		連結調整勘定				63,200		-		60,029		-		95.0%		59,010		-		93.4%		98.3%		連結調整勘定				143,360		-		0		-		0.0%		0		-		-		-		連結調整勘定				30,916		-		30,014		-		97.1%		27,384		-		88.6%		91.2%		連結調整勘定				32,283		-		30,014		-		93.0%		31,626		-		98.0%		105.4%		連結調整勘定				52,221		-		0		-		0.0%		0		-		-		-		連結調整勘定				91,138		-		0		-		0.0%		0		-		-		-

				営業利益（連結調整後）				△ 2,813,774		-		△ 2,887,274		-		-		△ 1,552,204		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 1,471,393		-		△ 1,699,223		-		-		△ 1,552,204		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 1,342,381		-		△ 1,188,050		-		-		0		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 776,748		-		△ 856,406		-		-		△ 751,790		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 694,644		-		△ 842,817		-		-		△ 800,414		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 659,427		-		△ 567,205		-		-		0		-		-		-		営業利益（連結調整後）				△ 682,953		-		△ 620,845		-		-		0		-		-		-

																																																																		（単位：千円・％） タンイ セン エン																																												（単位：千円・％） タンイ セン エン																																												（単位：千円・％） タンイ セン エン

				全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		四輪事業セグメント		5,051,987		22.7%		5,483,967		23.2%		108.6%		2,690,456		24.1%		53.3%		49.1%		0		四輪事業セグメント		2,582,929		22.6%		2,798,324		24.7%		108.3%		2,690,456		24.1%		104.2%		96.1%		0		四輪事業セグメント		2,469,057		22.9%		2,685,642		21.7%		108.8%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		1,324,416		22.4%		1,403,518		24.9%		106.0%		1,372,781		23.7%		103.7%		97.8%		0		四輪事業セグメント		1,258,513		22.7%		1,394,806		24.6%		110.8%		1,317,675		24.6%		104.7%		94.5%		0		四輪事業セグメント		1,259,671		23.4%		1,371,212		23.6%		108.9%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		1,209,386		22.3%		1,314,430		20.0%		108.7%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		2,300,715		10.3%		2,929,639		12.4%		127.3%		1,234,244		11.1%		53.6%		42.1%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,436,872		12.6%		1,058,637		9.4%		73.7%		1,234,244		11.1%		85.9%		116.6%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		863,842		8.0%		1,871,002		15.1%		216.6%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		811,296		13.7%		517,075		9.2%		63.7%		698,677		12.1%		86.1%		135.1%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		625,575		11.3%		541,562		9.6%		86.6%		535,566		10.0%		85.6%		98.9%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		442,999		8.2%		797,638		13.7%		180.1%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		420,843		7.8%		1,073,364		16.4%		255.1%		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		1,677,229		7.5%		1,805,986		7.6%		107.7%		837,954		7.5%		50.0%		46.4%		0		その他情報流通事業セグメント		807,736		7.1%		875,191		7.7%		108.4%		837,954		7.5%		103.7%		95.7%		0		その他情報流通事業セグメント		869,493		8.1%		930,794		7.5%		107.1%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		398,629		6.8%		429,672		7.6%		107.8%		420,778		7.3%		105.6%		97.9%		0		その他情報流通事業セグメント		409,106		7.4%		445,519		7.9%		108.9%		417,176		7.8%		102.0%		93.6%		0		その他情報流通事業セグメント		432,926		8.0%		458,872		7.9%		106.0%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		436,566		8.1%		471,922		7.2%		108.1%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		オークション収入		9,029,932		40.6%		10,219,592		43.2%		113.2%		4,762,655		42.7%		52.7%		46.6%		0		オークション収入		4,827,538		42.2%		4,732,153		41.8%		98.0%		4,762,655		42.7%		98.7%		100.6%		0		オークション収入		4,202,393		38.9%		5,487,439		44.4%		130.6%		0		-		-		-		0		オークション収入		2,534,343		42.9%		2,350,266		41.6%		92.7%		2,492,237		43.0%		98.3%		106.0%		0		オークション収入		2,293,195		41.4%		2,381,887		42.0%		103.9%		2,270,417		42.4%		99.0%		95.3%		0		オークション収入		2,135,597		39.7%		2,627,722		45.3%		123.0%		0		-		-		-		0		オークション収入		2,066,795		38.2%		2,859,716		43.6%		138.4%		0		-		-		-

				0		四輪事業セグメント		3,121,667		14.0%		3,048,259		12.9%		97.6%		1,524,111		13.7%		48.8%		50.0%		0		四輪事業セグメント		1,565,326		13.7%		1,532,137		13.5%		97.9%		1,524,111		13.7%		97.4%		99.5%		0		四輪事業セグメント		1,556,341		14.4%		1,516,121		12.3%		97.4%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		782,977		13.3%		768,055		13.6%		98.1%		767,518		13.2%		98.0%		99.9%		0		四輪事業セグメント		782,349		14.1%		764,082		13.5%		97.7%		756,593		14.1%		96.7%		99.0%		0		四輪事業セグメント		780,794		14.5%		759,971		13.1%		97.3%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		775,547		14.3%		756,149		11.5%		97.5%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		5,440		0.0%		5,450		0.0%		100.2%		3,065		0.0%		56.3%		56.2%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		2,520		0.0%		2,580		0.0%		102.4%		3,065		0.0%		121.6%		118.8%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		2,920		0.0%		2,870		0.0%		98.3%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,170		0.0%		1,200		0.0%		102.6%		1,475		0.0%		126.1%		122.9%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,350		0.0%		1,380		0.0%		102.2%		1,590		0.0%		117.8%		115.2%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,440		0.0%		1,460		0.0%		101.4%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,480		0.0%		1,410		0.0%		95.3%		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		455,267		2.0%		459,749		1.9%		101.0%		225,266		2.0%		49.5%		49.0%		0		その他情報流通事業セグメント		227,517		2.0%		228,901		2.0%		100.6%		225,266		2.0%		99.0%		98.4%		0		その他情報流通事業セグメント		227,750		2.1%		230,847		1.9%		101.4%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		113,935		1.9%		114,346		2.0%		100.4%		112,432		1.9%		98.7%		98.3%		0		その他情報流通事業セグメント		113,581		2.1%		114,554		2.0%		100.9%		112,833		2.1%		99.3%		98.5%		0		その他情報流通事業セグメント		114,017		2.1%		115,279		2.0%		101.1%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		113,732		2.1%		115,568		1.8%		101.6%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		会費収入		3,582,375		16.1%		3,513,458		14.8%		98.1%		1,752,443		15.7%		48.9%		49.9%		0		会費収入		1,795,363		15.7%		1,763,619		15.6%		98.2%		1,752,443		15.7%		97.6%		99.4%		0		会費収入		1,787,011		16.6%		1,749,839		14.2%		97.9%		0		-		-		-		0		会費収入		898,082		15.2%		883,601		15.6%		98.4%		881,426		15.2%		98.1%		99.8%		0		会費収入		897,280		16.2%		880,017		15.5%		98.1%		871,017		16.3%		97.1%		99.0%		0		会費収入		896,251		16.7%		876,710		15.1%		97.8%		0		-		-		-		0		会費収入		890,760		16.5%		873,128		13.3%		98.0%		0		-		-		-

				0		四輪事業セグメント		2,911,459		13.1%		3,034,330		12.8%		104.2%		1,464,813		13.1%		50.3%		48.3%		0		四輪事業セグメント		1,463,057		12.8%		1,529,831		13.5%		104.6%		1,464,813		13.1%		100.1%		95.7%		0		四輪事業セグメント		1,448,402		13.4%		1,504,498		12.2%		103.9%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		762,743		12.9%		798,553		14.1%		104.7%		720,759		12.4%		94.5%		90.3%		0		四輪事業セグメント		700,313		12.6%		731,278		12.9%		104.4%		744,053		13.9%		106.2%		101.7%		0		四輪事業セグメント		705,981		13.1%		734,228		12.6%		104.0%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		742,421		13.7%		770,269		11.7%		103.8%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		検査料収入		2,911,459		13.1%		3,034,330		12.8%		104.2%		1,464,813		13.1%		50.3%		48.3%		0		検査料収入		1,463,057		12.8%		1,529,831		13.5%		104.6%		1,464,813		13.1%		100.1%		95.7%		0		検査料収入		1,448,402		13.4%		1,504,498		12.2%		103.9%		0		-		-		-		0		検査料収入		762,743		12.9%		798,553		14.1%		104.7%		720,759		12.4%		94.5%		90.3%		0		検査料収入		700,313		12.6%		731,278		12.9%		104.4%		744,053		13.9%		106.2%		101.7%		0		検査料収入		705,981		13.1%		734,228		12.6%		104.0%		0		-		-		-		0		検査料収入		742,421		13.7%		770,269		11.7%		103.8%		0		-		-		-

				0		四輪事業セグメント		2,554,690		11.5%		2,641,252		11.2%		103.4%		1,124,992		10.1%		44.0%		42.6%		0		四輪事業セグメント		1,276,267		11.2%		1,311,007		11.6%		102.7%		1,124,992		10.1%		88.1%		85.8%		0		四輪事業セグメント		1,278,423		11.8%		1,330,245		10.8%		104.1%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		651,703		11.0%		669,299		11.9%		102.7%		613,843		10.6%		94.2%		91.7%		0		四輪事業セグメント		624,564		11.3%		641,707		11.3%		102.7%		511,148		9.6%		81.8%		79.7%		0		四輪事業セグメント		617,649		11.5%		635,492		10.9%		102.9%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		660,773		12.2%		694,752		10.6%		105.1%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,820,135		8.2%		2,190,752		9.3%		120.4%		876,488		7.9%		48.2%		40.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		923,088		8.1%		980,850		8.7%		106.3%		876,488		7.9%		95.0%		89.4%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		897,047		8.3%		1,209,902		9.8%		134.9%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		482,573		8.2%		467,420		8.3%		96.9%		478,665		8.3%		99.2%		102.4%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		440,514		8.0%		513,430		9.1%		116.6%		397,822		7.4%		90.3%		77.5%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		356,094		6.6%		420,120		7.2%		118.0%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		540,952		10.0%		789,782		12.0%		146.0%		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		474,354		2.1%		485,932		2.1%		102.4%		261,536		2.3%		55.1%		53.8%		0		その他情報流通事業セグメント		241,294		2.1%		248,594		2.2%		103.0%		261,536		2.3%		108.4%		105.2%		0		その他情報流通事業セグメント		233,060		2.2%		237,337		1.9%		101.8%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		127,641		2.2%		130,486		2.3%		102.2%		135,286		2.3%		106.0%		103.7%		0		その他情報流通事業セグメント		113,652		2.1%		118,107		2.1%		103.9%		126,249		2.4%		111.1%		106.9%		0		その他情報流通事業セグメント		123,211		2.3%		122,708		2.1%		99.6%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		109,848		2.0%		114,629		1.7%		104.4%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		1,863,081		8.4%		1,592,531		6.7%		85.5%		904,732		8.1%		48.6%		56.8%		0		その他事業セグメント		915,916		8.0%		745,598		6.6%		81.4%		904,732		8.1%		98.8%		121.3%		0		その他事業セグメント		947,165		8.8%		846,932		6.8%		89.4%		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		445,645		7.5%		347,509		6.2%		78.0%		473,425		8.2%		106.2%		136.2%		0		その他事業セグメント		470,270		8.5%		398,089		7.0%		84.7%		431,307		8.1%		91.7%		108.3%		0		その他事業セグメント		547,189		10.2%		389,757		6.7%		71.2%		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		399,975		7.4%		457,175		7.0%		114.3%		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		その他収入		6,712,262		30.2%		6,910,468		29.2%		103.0%		3,167,750		28.4%		47.2%		45.8%		0		その他収入		3,356,566		29.3%		3,286,049		29.1%		97.9%		3,167,750		28.4%		94.4%		96.4%		0		その他収入		3,355,696		31.1%		3,624,418		29.3%		108.0%		0		-		-		-		0		その他収入		1,707,564		28.9%		1,614,715		28.6%		94.6%		1,701,222		29.4%		99.6%		105.4%		0		その他収入		1,649,001		29.8%		1,671,334		29.5%		101.4%		1,466,528		27.4%		88.9%		87.7%		0		その他収入		1,644,145		30.5%		1,568,077		27.0%		95.4%		0		-		-		-		0		その他収入		1,711,550		31.6%		2,056,340		31.3%		120.1%		0		-		-		-

				四輪事業セグメント				13,639,805		61.3%		14,207,809		60.0%		104.2%		6,804,374		61.0%		49.9%		47.9%		四輪事業セグメント				6,887,580		60.2%		7,171,301		63.4%		104.1%		6,804,374		61.0%		98.8%		94.9%		四輪事業セグメント				6,752,225		62.6%		7,036,507		56.9%		104.2%		0		-		-		-		四輪事業セグメント				3,521,840		59.7%		3,639,426		64.4%		103.3%		3,474,903		60.0%		98.7%		95.5%		四輪事業セグメント				3,365,739		60.8%		3,531,875		62.4%		104.9%		3,329,470		62.2%		98.9%		94.3%		四輪事業セグメント				3,364,096		62.5%		3,500,905		60.3%		104.1%		0		-		-		-		四輪事業セグメント				3,388,128		62.6%		3,535,602		53.9%		104.4%		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業セグメント				4,126,291		18.6%		5,125,841		21.6%		124.2%		2,113,797		19.0%		51.2%		41.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント				2,362,480		20.6%		2,042,067		18.1%		86.4%		2,113,797		19.0%		89.5%		103.5%		デジタルプロダクツ事業セグメント				1,763,810		16.3%		3,083,774		24.9%		174.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント				1,295,040		21.9%		985,695		17.5%		76.1%		1,178,818		20.3%		91.0%		119.6%		デジタルプロダクツ事業セグメント				1,067,440		19.3%		1,056,372		18.6%		99.0%		934,979		17.5%		87.6%		88.5%		デジタルプロダクツ事業セグメント				800,534		14.9%		1,219,218		21.0%		152.3%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント				963,275		17.8%		1,864,556		28.4%		193.6%		0		-		-		-

				その他情報流通事業セグメント				2,606,851		11.7%		2,751,667		11.6%		105.6%		1,324,757		11.9%		50.8%		48.1%		その他情報流通事業セグメント				1,276,547		11.2%		1,352,687		12.0%		106.0%		1,324,757		11.9%		103.8%		97.9%		その他情報流通事業セグメント				1,330,303		12.3%		1,398,980		11.3%		105.2%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント				640,207		10.8%		674,506		11.9%		105.4%		668,498		11.5%		104.4%		99.1%		その他情報流通事業セグメント				636,340		11.5%		678,181		12.0%		106.6%		656,259		12.3%		103.1%		96.8%		その他情報流通事業セグメント				670,155		12.5%		696,859		12.0%		104.0%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント				660,147		12.2%		702,120		10.7%		106.4%		0		-		-		-

				その他事業セグメント				1,863,081		8.4%		1,592,531		6.7%		85.5%		904,732		8.1%		48.6%		56.8%		その他事業セグメント				915,916		8.0%		745,598		6.6%		81.4%		904,732		8.1%		98.8%		121.3%		その他事業セグメント				947,165		8.8%		846,932		6.8%		89.4%		0		-		-		-		その他事業セグメント				445,645		7.5%		347,509		6.2%		78.0%		473,425		8.2%		106.2%		136.2%		その他事業セグメント				470,270		8.5%		398,089		7.0%		84.7%		431,307		8.1%		91.7%		108.3%		その他事業セグメント				547,189		10.2%		389,757		6.7%		71.2%		0		-		-		-		その他事業セグメント				399,975		7.4%		457,175		7.0%		114.3%		0		-		-		-

				共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				0		-		0		-		-		0		-		-		-

				売上合計				22,236,029		100.0%		23,677,849		100.0%		106.5%		11,147,662		100.0%		50.1%		47.1%		売上合計				11,442,525		100.0%		11,311,654		100.0%		98.9%		11,147,662		100.0%		97.4%		98.6%		売上合計				10,793,504		100.0%		12,366,195		100.0%		114.6%		0		-		-		-		売上合計				5,902,734		100.0%		5,647,136		100.0%		95.7%		5,795,645		100.0%		98.2%		102.6%		売上合計				5,539,791		100.0%		5,664,518		100.0%		102.3%		5,352,016		100.0%		96.6%		94.5%		売上合計				5,381,976		100.0%		5,806,740		100.0%		107.9%		0		-		-		-		売上合計				5,411,527		100.0%		6,559,454		100.0%		121.2%		0		-		-		-

				営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		営業利益内訳						利益率 リエキ リツ				利益率		前期比 ゼンキヒ				利益率		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				四輪事業セグメント				3,603,552		26.4%		3,689,072		26.0%		102.4%		1,972,054		29.0%		54.7%		53.5%		四輪事業セグメント				1,846,747		26.8%		1,892,045		26.4%		102.5%		1,972,054		29.0%		106.8%		104.2%		四輪事業セグメント				1,756,804		26.0%		1,797,026		25.5%		102.3%		0		-		-		-		四輪事業セグメント				1,013,257		28.8%		991,178		27.2%		97.8%		1,059,998		30.5%		104.6%		106.9%		四輪事業セグメント				833,490		24.8%		900,866		25.5%		108.1%		912,056		27.4%		109.4%		101.2%		四輪事業セグメント				895,832		26.6%		927,761		26.5%		103.6%		0		-		-		-		四輪事業セグメント				860,972		25.4%		869,265		24.6%		101.0%		0		-		-		-

				デジタルプロダクツ事業セグメント				2,036,384		49.4%		2,497,036		48.7%		122.6%		1,178,940		55.8%		57.9%		47.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント				1,285,567		54.4%		891,511		43.7%		69.3%		1,178,940		55.8%		91.7%		132.2%		デジタルプロダクツ事業セグメント				750,817		42.6%		1,605,525		52.1%		213.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント				748,182		57.8%		415,848		42.2%		55.6%		703,392		59.7%		94.0%		169.1%		デジタルプロダクツ事業セグメント				537,384		50.3%		475,662		45.0%		88.5%		475,548		50.9%		88.5%		100.0%		デジタルプロダクツ事業セグメント				382,021		47.7%		610,590		50.1%		159.8%		0		-		-		-		デジタルプロダクツ事業セグメント				368,795		38.3%		994,934		53.4%		269.8%		0		-		-		-

				その他情報流通事業セグメント				556,041		21.3%		612,087		22.2%		110.1%		268,761		20.3%		48.3%		43.9%		その他情報流通事業セグメント				237,999		18.6%		281,633		20.8%		118.3%		268,761		20.3%		112.9%		95.4%		その他情報流通事業セグメント				318,042		23.9%		330,453		23.6%		103.9%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント				134,159		21.0%		147,921		21.9%		110.3%		154,697		23.1%		115.3%		104.6%		その他情報流通事業セグメント				103,839		16.3%		133,712		19.7%		128.8%		114,063		17.4%		109.8%		85.3%		その他情報流通事業セグメント				169,121		25.2%		171,757		24.6%		101.6%		0		-		-		-		その他情報流通事業セグメント				148,920		22.6%		158,696		22.6%		106.6%		0		-		-		-

				その他事業セグメント				△ 109,438		-		△ 214,823		-		-		△ 101,490		-		-		-		その他事業セグメント				△ 27,232		-		△ 150,413		-		-		△ 101,490		-		-		-		その他事業セグメント				△ 82,205		-		△ 64,410		-		-		0		-		-		-		その他事業セグメント				△ 6,757		-		△ 88,460		-		-		△ 54,838		-		-		-		その他事業セグメント				△ 20,474		-		△ 61,952		-		-		△ 46,651		-		-		-		その他事業セグメント				△ 700		-		△ 48,630		-		-		0		-		-		-		その他事業セグメント				△ 81,505		-		△ 15,780		-		-		0		-		-		-

				共通（調整額）				△ 3,020,335		-		△ 2,947,303		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		共通（調整額）				△ 1,534,593		-		△ 1,759,252		-		-		△ 1,611,214		-		-		-		共通（調整額）				△ 1,485,741		-		△ 1,188,050		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				△ 807,664		-		△ 886,420		-		-		△ 779,174		-		-		-		共通（調整額）				△ 726,928		-		△ 872,832		-		-		△ 832,040		-		-		-		共通（調整額）				△ 711,649		-		△ 567,205		-		-		0		-		-		-		共通（調整額）				△ 774,092		-		△ 620,845		-		-		0		-		-		-

				営業利益合計				3,066,204		13.8%		3,636,067		15.4%		118.6%		1,707,050		15.3%		55.7%		46.9%		営業利益合計				1,808,488		15.8%		1,155,523		10.2%		63.9%		1,707,050		15.3%		94.4%		147.7%		営業利益合計				1,257,716		11.7%		2,480,543		20.1%		197.2%		0		-		-		-		営業利益合計				1,081,176		18.3%		580,067		10.3%		53.7%		1,084,074		18.7%		100.3%		186.9%		営業利益合計				727,311		13.1%		575,456		10.2%		79.1%		622,976		11.6%		85.7%		108.3%		営業利益合計				734,624		13.6%		1,094,273		18.8%		149.0%		0		-		-		-		営業利益合計				523,091		9.7%		1,386,270		21.1%		265.0%		0		-		-		-

				全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期														全セグメント調整額合計				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		四輪事業セグメント		△ 205,209		-		△ 15,062		-		-		△ 2,118		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 130,925		-		△ 7,215		-		-		△ 2,118		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 74,284		-		△ 7,847		-		-		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 94,330		-		1,183		-		-		△ 1,716		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 36,595		-		△ 8,399		-		-		△ 401		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 25,097		-		△ 3,592		-		-		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 49,186		-		△ 4,254		-		-		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		△ 915		-		0		-		-		△ 22,818		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		△ 22,818		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		△ 914		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		△ 22,819		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		△ 914		-		0		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		0		-		-		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		△ 93		-		△ 3,540		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		△ 93		-		△ 1,770		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		△ 1,769		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		626		-		△ 885		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		△ 719		-		△ 885		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		△ 884		-		-		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		0		-		△ 885		-		-		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		△ 671,564		-		△ 503,679		-		-		3,534		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 319,755		-		△ 254,318		-		-		3,534		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 351,808		-		△ 249,360		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 162,945		-		△ 125,580		-		-		△ 27,153		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 156,810		-		△ 128,738		-		-		30,687		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 216,580		-		△ 125,015		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 135,228		-		△ 124,345		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		△ 589,859		-		△ 521,642		-		-		△ 410,396		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 306,882		-		△ 231,040		-		-		△ 410,396		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 282,976		-		△ 290,601		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 381,584		-		△ 112,652		-		-		△ 197,450		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 144,905		-		△ 118,388		-		-		△ 212,945		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 146,163		-		△ 136,553		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 136,813		-		△ 154,047		-		-		0		-		-		-

				売上調整額合計				△ 1,467,642		-		△ 1,043,924		-		-		△ 431,798		-		-		-		売上調整額合計				△ 757,657		-		△ 494,345		-		-		△ 431,798		-		-		-		売上調整額合計				△ 709,984		-		△ 549,579		-		-		0		-		-		-		売上調整額合計				△ 638,233		-		△ 237,933		-		-		△ 226,318		-		-		-		売上調整額合計				△ 339,031		-		△ 256,411		-		-		△ 205,479		-		-		-		売上調整額合計				△ 388,757		-		△ 266,046		-		-		0		-		-		-		売上調整額合計				△ 321,227		-		△ 283,533		-		-		0		-		-		-

				0		四輪事業セグメント		△ 205,209		-		△ 15,062		-		-		△ 2,118		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 130,925		-		△ 7,215		-		-		△ 2,118		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 74,284		-		△ 7,847		-		-		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 94,330		-		1,183		100.0%		-		△ 1,716		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 36,595		-		△ 8,399		-		-		△ 401		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 25,097		-		△ 3,592		-		-		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		△ 49,186		-		△ 4,254		-		-		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		18,000		-		-		9,000		-		-		50.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		9,000		-		-		9,000		-		-		100.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		9,000		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		4,500		-		-		4,500		491266.4%		-		100.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		4,500		-		-		4,500		-		-		100.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		4,500		-		-		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		0		-		4,500		-		-		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		225,035		-		36,000		-		16.0%		26,818		-		11.9%		74.5%		0		その他情報流通事業セグメント		133,480		-		18,000		-		13.5%		26,818		-		20.1%		149.0%		0		その他情報流通事業セグメント		91,555		-		18,000		-		19.7%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		95,073		15171.1%		9,000		-		9.5%		13,300		-		14.0%		147.8%		0		その他情報流通事業セグメント		38,406		-		8,999		-		23.4%		13,518		-		35.2%		150.2%		0		その他情報流通事業セグメント		38,927		-		9,000		-		23.1%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		52,628		-		8,999		-		17.1%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		△ 47,203		-		△ 6,348		-		-		△ 3,226		-		-		-		0		その他事業セグメント		540		-		△ 3,174		-		-		△ 3,226		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 47,744		-		△ 3,174		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 1,778		-		△ 1,587		-		-		△ 224		-		-		-		0		その他事業セグメント		2,319		-		△ 1,587		-		-		△ 3,002		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 65,419		-		△ 1,587		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		17,674		-		△ 1,587		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		206,560		-		60,029		-		29.1%		59,010		-		28.6%		98.3%		0		共通（調整額）		63,200		-		60,029		-		95.0%		59,010		-		93.4%		98.3%		0		共通（調整額）		143,360		-		0		-		0.0%		0		-		-		-		0		共通（調整額）		30,916		-		30,014		-		97.1%		27,384		-		88.6%		91.2%		0		共通（調整額）		32,283		-		30,014		-		93.0%		31,626		-		98.0%		105.4%		0		共通（調整額）		52,221		-		0		-		0.0%		0		-		-		-		0		共通（調整額）		91,138		-		0		-		0.0%		0		-		-		-

				営業利益調整額合計				179,182		-		92,617		-		51.7%		89,484		-		49.9%		96.6%		営業利益調整額合計				66,295		-		76,639		-		115.6%		89,484		-		135.0%		116.8%		営業利益調整額合計				112,886		-		15,978		-		14.2%		0		-		-		-		営業利益調整額合計				29,880		-		43,111		-		144.3%		43,244		-		144.7%		100.3%		営業利益調整額合計				36,414		-		33,528		-		92.1%		46,240		-		127.0%		137.9%		営業利益調整額合計				631		-		8,320		-		1317.1%		0		-		-		-		営業利益調整額合計		0		112,255		-		7,657		-		6.8%		0		-		-		-

				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																																										セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期																																				セグメント別売上・営業利益				17/12期		～		18/12期

				通期・上期・下期合計																																																																		第1四半期・第2四半期																																												第3四半期・第4四半期

				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後）																																																														（単位：千円・％） タンイ セン エン				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後）																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン				【短信開示】全セグメント合計（連結調整後）																																								（単位：千円・％） タンイ セン エン

				全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期														全セグメント単純合計				17/12期				18/12期

								通期 ツウキ				通期 ツウキ																		上期				上期																		下期				下期																		第1四半期				第1四半期																		第2四半期				第2四半期																		第3四半期				第3四半期																		第4四半期				第4四半期

				売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		売上内訳				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ

				0		四輪事業セグメント		12,075,542		62.2%		12,701,356		60.1%		105.2%		6,120,161		61.0%		50.7%		48.2%		0		四輪事業セグメント		6,101,042		60.8%		6,416,556		63.7%		105.2%		6,120,161		61.0%		100.3%		95.4%		0		四輪事業セグメント		5,974,499		63.7%		6,284,800		56.8%		105.2%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		3,125,469		60.3%		3,256,909		64.8%		104.2%		3,108,869		59.7%		99.5%		95.5%		0		四輪事業セグメント		2,975,573		61.4%		3,159,646		62.6%		106.2%		3,011,292		62.4%		101.2%		95.3%		0		四輪事業セグメント		2,997,225		64.4%		3,135,992		60.5%		104.6%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		2,977,274		63.0%		3,148,807		53.4%		105.8%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		4,125,376		21.3%		5,125,841		24.2%		124.3%		2,090,979		20.8%		50.7%		40.8%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		2,362,480		23.6%		2,042,067		20.3%		86.4%		2,090,979		20.8%		88.5%		102.4%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,762,895		18.8%		3,083,774		27.9%		174.9%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,295,040		25.0%		985,695		19.6%		76.1%		1,178,819		22.6%		91.0%		119.6%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,067,440		22.0%		1,056,372		20.9%		99.0%		912,160		18.9%		85.5%		86.3%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		799,619		17.2%		1,219,218		23.5%		152.5%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		963,275		20.4%		1,864,556		31.6%		193.6%		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		2,606,757		13.4%		2,748,127		13.0%		105.4%		1,324,757		13.2%		50.8%		48.2%		0		その他情報流通事業セグメント		1,276,454		12.7%		1,350,917		13.4%		105.8%		1,324,757		13.2%		103.8%		98.1%		0		その他情報流通事業セグメント		1,330,303		14.2%		1,397,210		12.6%		105.0%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		640,833		12.4%		673,621		13.4%		105.1%		668,498		12.8%		104.3%		99.2%		0		その他情報流通事業セグメント		635,620		13.1%		677,296		13.4%		106.6%		656,259		13.6%		103.2%		96.9%		0		その他情報流通事業セグメント		670,155		14.4%		695,974		13.4%		103.9%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		660,147		14.0%		701,235		11.9%		106.2%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		1,191,516		6.1%		1,088,851		5.2%		91.4%		908,267		9.1%		76.2%		83.4%		0		その他事業セグメント		596,160		5.9%		491,279		4.9%		82.4%		908,267		9.1%		152.4%		184.9%		0		その他事業セグメント		595,356		6.3%		597,572		5.4%		100.4%		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		282,699		5.5%		221,928		4.4%		78.5%		446,272		8.6%		157.9%		201.1%		0		その他事業セグメント		313,460		6.5%		269,350		5.3%		85.9%		461,994		9.6%		147.4%		171.5%		0		その他事業セグメント		330,608		7.1%		264,742		5.1%		80.1%		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		264,747		5.6%		332,829		5.6%		125.7%		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		△ 589,859		-		△ 521,642		-		-		△ 410,396		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 306,882		-		△ 231,040		-		-		△ 410,396		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 282,976		-		△ 290,601		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 161,977		-		△ 112,652		-		-		△ 197,450		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 144,905		-		△ 118,388		-		-		△ 212,945		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 146,163		-		△ 136,553		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 136,813		-		△ 154,047		-		-		0		-		-		-

				売上合計（連結調整後）				19,409,333		100.0%		21,142,534		100.0%		108.9%		10,033,770		100.0%		51.7%		47.5%		売上合計（連結調整後）				10,029,255		100.0%		10,069,778		100.0%		100.4%		10,033,770		100.0%		100.0%		99.6%		売上合計（連結調整後）				9,380,078		100.0%		11,072,755		100.0%		118.0%		0		-		-		-		売上合計（連結調整後）				5,182,065		100.0%		5,025,501		100.0%		97.0%		5,205,009		100.0%		100.4%		103.6%		売上合計（連結調整後）				4,847,189		100.0%		5,044,277		100.0%		104.1%		4,828,761		100.0%		99.6%		95.7%		売上合計（連結調整後）				4,651,446		100.0%		5,179,373		100.0%		111.3%		0		-		-		-		売上合計（連結調整後）				4,728,632		100.0%		5,893,381		100.0%		124.6%		0		-		-		-

				営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比		営業利益内訳				実績		利益率		予算		利益率		前期比		実績		利益率		前期比		予算比

				0		四輪事業セグメント		3,398,342		28.1%		3,674,009		28.9%		108.1%		1,969,936		32.2%		58.0%		53.6%		0		四輪事業セグメント		1,715,822		28.1%		1,884,830		29.4%		109.8%		1,969,936		32.2%		114.8%		104.5%		0		四輪事業セグメント		1,682,520		28.2%		1,789,179		28.5%		106.3%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		918,927		29.4%		992,362		30.5%		108.0%		1,058,282		34.0%		115.2%		106.6%		0		四輪事業セグメント		796,894		26.8%		892,467		28.2%		112.0%		911,654		30.3%		114.4%		102.1%		0		四輪事業セグメント		870,734		29.1%		924,168		29.5%		106.1%		0		-		-		-		0		四輪事業セグメント		811,786		27.3%		865,010		27.5%		106.6%		0		-		-		-

				0		デジタルプロダクツ事業セグメント		2,036,384		49.4%		2,515,036		49.1%		123.5%		1,187,940		56.8%		58.3%		47.2%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		1,285,567		54.4%		900,511		44.1%		70.0%		1,187,940		56.8%		92.4%		131.9%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		750,817		42.6%		1,614,525		52.4%		215.0%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		748,182		57.8%		420,348		42.6%		56.2%		707,892		60.1%		94.6%		168.4%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		537,384		50.3%		480,162		45.5%		89.4%		480,048		52.6%		89.3%		100.0%		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		382,021		47.8%		615,090		50.4%		161.0%		0		-		-		-		0		デジタルプロダクツ事業セグメント		368,795		38.3%		999,434		53.6%		271.0%		0		-		-		-

				0		その他情報流通事業セグメント		781,077		30.0%		648,087		23.6%		83.0%		295,579		22.3%		37.8%		45.6%		0		その他情報流通事業セグメント		371,479		29.1%		299,633		22.2%		80.7%		295,579		22.3%		79.6%		98.6%		0		その他情報流通事業セグメント		409,597		30.8%		348,453		24.9%		85.1%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		229,233		35.8%		156,921		23.3%		68.5%		167,997		25.1%		73.3%		107.1%		0		その他情報流通事業セグメント		142,246		22.4%		142,712		21.1%		100.3%		127,582		19.4%		89.7%		89.4%		0		その他情報流通事業セグメント		208,048		31.0%		180,757		26.0%		86.9%		0		-		-		-		0		その他情報流通事業セグメント		201,548		30.5%		167,696		23.9%		83.2%		0		-		-		-

				0		その他事業セグメント		△ 156,642		-		△ 221,172		-		-		△ 104,716		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 26,691		-		△ 153,587		-		-		△ 104,716		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 129,950		-		△ 67,585		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 8,536		-		△ 90,047		-		-		△ 55,063		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 18,155		-		△ 63,540		-		-		△ 49,653		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 66,119		-		△ 50,217		-		-		0		-		-		-		0		その他事業セグメント		△ 63,830		-		△ 17,367		-		-		0		-		-		-

				0		共通（調整額）		△ 2,813,774		-		△ 2,887,274		-		-		△ 1,552,204		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 1,471,393		-		△ 1,699,223		-		-		△ 1,552,204		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 1,342,381		-		△ 1,188,050		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 776,748		-		△ 856,406		-		-		△ 751,790		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 694,644		-		△ 842,817		-		-		△ 800,414		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 659,427		-		△ 567,205		-		-		0		-		-		-		0		共通（調整額）		△ 682,953		-		△ 620,845		-		-		0		-		-		-

		 		営業利益合計（連結調整後）				3,245,387		16.7%		3,728,685		17.6%		114.9%		1,796,535		17.9%		55.4%		48.2%		営業利益合計（連結調整後）				1,874,783		18.7%		1,232,163		12.2%		65.7%		1,796,535		17.9%		95.8%		145.8%		営業利益合計（連結調整後）				1,370,603		14.6%		2,496,521		22.5%		182.1%		0		-		-		-		営業利益合計（連結調整後）				1,111,057		21.4%		623,178		12.4%		56.1%		1,127,318		21.7%		101.5%		180.9%		営業利益合計（連結調整後）				763,726		15.8%		608,985		12.1%		79.7%		669,216		13.9%		87.6%		109.9%		営業利益合計（連結調整後）				735,256		15.8%		1,102,593		21.3%		150.0%		0		-		-		-		営業利益合計（連結調整後）				635,346		13.4%		1,393,928		23.7%		219.4%		0		-		-		-

























































































作業ｼｰﾄ→





売上構成_ｻﾏﾘ





																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン										その他情報流通事業セグメント ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

						オークション		9,639		10,723		2,590		2,609		2,431		11,555										オークション		1,678		1,816		427		455		398		1,957

						会費 カイヒ		3,785		3,674		972		922		936		3,669										アグリ		568		587		146		159		135		648

						検査料 ケンサ リョウ		2,625		2,675		658		683		762		2,776										コンシューマープロダクツ		631		715		162		174		153		783

						その他 タ		7,513		7,494		2,211		1,726		1,772		8,370										モーターサイクル		478		514		118		121		109		526

						合計 ゴウケイ		23,564		24,568		6,432		5,941		5,903		26,371										会費		448		458		109		113		113		471

																												アグリ		111		112		27		28		27		119

																												コンシューマープロダクツ		98		107		23		25		26		116

																												モーターサイクル		238		239		57		59		59		235

																												その他		427		461		111		115		127		518

																												アグリ		229		256		55		62		70		297

																												コンシューマープロダクツ		45		37		17		10		13		38

																												モーターサイクル		153		168		38		41		43		182

																												合計 ゴウケイ		2,554		2,736		648		684		640		2,947

																												その他情報流通事業セグメント		16/12期 通期
(実績)		17/12期 通期
(予算)		16/12期 １Q
(実績) 		17/12期 １Q
(予算)		17/12期 １Q
(実績)		18/12期 通期
(予算)

																												オークション		1,678		1,816		427		455		398		1,957

																												会費		448		458		109		113		113		471

																												検査料 ケンサ リョウ

																												その他		427		461		111		115		127		518

																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン										合計		2,554		2,736		648		684		640		2,947

						四輪事業セグメント ４ リン ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

						オークション		4,706		5,066		1,238		1,289		1,289		5,347

						会費 カイヒ		3,331		3,210		860		807		821		3,192

						検査料 ケンサ リョウ		2,625		2,675		658		683		762		2,776

						その他 タ		1,367		1,428		321		347		355		1,779

						合計 ゴウケイ		12,030		12,382		3,079		3,127		3,229		13,095





																																								単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

																												アグリ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

																												オークション		568		587		146		159		135		648

																												会費 カイヒ		111		112		27		28		27		119

																												検査料 ケンサ リョウ

																												その他 タ		229		256		55		62		70		297

																												合計 ゴウケイ		908		955		229		250		233		1,065







																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

						オークション		3,255		3,840		924		864		743		4,250

						会費 カイヒ		5		5		2		1		1		5

						その他 タ		2,223		2,207		675		448		550		2,395

						合計 ゴウケイ		5,484		6,053		1,601		1,314		1,295		6,651

																																								単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

																												コンシューマープロダクツ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

																												オークション		631		715		162		174		153		783

																												会費 カイヒ		98		107		23		25		26		116

																												検査料 ケンサ リョウ

																												その他 タ		45		37		17		10		13		38

																												合計 ゴウケイ		775		859		203		211		192		938



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						その他事業 タ ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

						AUCその他 タ		739		856		208		163		147		1,030

						AIBS		696		248		309		54		43		232

						ランマート		900		975		301		283		215		1,015

						JBTV		859		872		220		219		230		683

						メディカル		73		53		7		11		31		61

						海外子会社（HK&USA&PV） カイガイ コ カイシャ		229		325		54		76		69		436																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						合計 ゴウケイ		3,499		3,331		1,102		810		737		3,458										モーターサイクル		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

																												オークション		478		514		118		121		109		526

																												会費 カイヒ		238		239		57		59		59		235

																												検査料 ケンサ リョウ

																												その他 タ		153		168		38		41		43		182

																												合計 ゴウケイ		761		790		194		191		183		799





































































































































































































































































































































































































































































































































&"メイリオ,ボールド"&14&K01+048セグメント別売上構成比	


全セグメント

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 検査料 その他	

オークション	会費	検査料	その他	2431	936	762	1772	オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	1238	1289	1289	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	860	807	821	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	658	683	762	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	321	347	355	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	3079	3127	3229	



オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	924	864	743	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	2	1	1	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	675	448	550	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	1601	1314	1295	



AUCその他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	208	163	147	AIBS	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	309	54	43	ランマート	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	301	283	215	JBTV	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	220	219	230	メディカル	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	7	11	31	海外子会社（HK	&	USA	&	PV）	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	54	76	69	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	1102	810	737	



オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	146	159	135	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	27	28	27	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	55	62	70	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	229	250	233	



オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	427	455	398	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	109	113	113	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	648	684	640	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	648	684	640	



オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	162	174	153	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	23	25	26	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	17	10	13	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	203	211	192	



オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	118	121	109	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	57	59	59	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	38	41	43	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	194	191	183	



四輪事業セグメント

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 検査料 その他	

オークション	会費	検査料	その他	1289	821	762	355	デジタルプロダクツ事業セグメント

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 その他	



オークション	会費	検査料	その他	743	1	550	その他事業セグメント

17/12期1Q(実績)

17/12期 １Q	
(予算)	



AUCその他	AIBS	ランマート	JBTV	メデ	ィカル	海外子会社（HK	&	USA	&	PV）	163	54	283	219	11	76	その他情報流通事業

17/12期１Q(実績)

17/12期 １Q	
(実績)	

オークション	会費	検査料	その他	398	113	127	アグリ

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 検査料 その他	

オークション	会費	検査料	その他	135	27	70	コンシューマープロダクツ

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 検査料 その他	

オークション	会費	検査料	その他	153	26	13	モーターサイクル

17/12期１Q(実績)

オークション 会費 検査料 その他	

オークション	会費	検査料	その他	109	59	43	オークション	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	2590	2609	2431	会費	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	972	922	936	検査料	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	658	683	762	その他	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	2211	1726	1772	合計	16/12期 １Q	
(実績) 	17/12期 １Q	
(予算)	17/12期 １Q	
(実績)	6432	5941	5903	



その他情報流通事業
内訳



売上構成_合計

		売上構成 ウリアゲ コウセイ

		セグメント合計 ゴウケイ

		 

		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		17/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期２Q
(予算) キ ヨサン		17/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期３Q
(予算) キ ヨサン		17/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期４Q
(予算) キ ヨサン		17/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		オークション収入 シュウニュウ		9,029,932,344		10,219,592,730		4,762,655,174		2,534,343,510		2,350,266,076		2,492,237,361		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,582,375,048		3,513,458,417		1,752,443,350		898,082,660		883,601,762		881,426,270		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション収入 シュウニュウ		9,029,932,344		10,219,592,730		2,534,343,510		2,350,266,076		2,492,237,361		ERROR:#REF!				オークション収入 シュウニュウ		9,029		10,219		2,534		2,350		2,492		ERROR:#REF!

		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,911,459,900		3,034,330,312		1,464,813,000		762,743,375		798,553,180		720,759,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,582,375,048		3,513,458,417		898,082,660		883,601,762		881,426,270		ERROR:#REF!				会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,582		3,513		898		883		881		ERROR:#REF!

		その他収入 タ シュウニュウ		6,712,262,517		6,910,468,093		3,167,750,843		1,707,564,762		1,614,715,232		1,701,222,294		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,911,459,900		3,034,330,312		762,743,375		798,553,180		720,759,900		ERROR:#REF!				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,911		3,034		762		798		720		ERROR:#REF!

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(1,467,642,663)		(1,043,924,723)		(431,798,019)		(638,233,886)		(237,933,836)		(226,318,666)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他収入 タ シュウニュウ		6,712,262,517		6,910,468,093		1,707,564,762		1,614,715,232		1,701,222,294		ERROR:#REF!				その他収入 タ シュウニュウ		6,712		6,910		1,707		1,614		1,701		ERROR:#REF!

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		19,409,333,790		21,142,534,495		10,033,770,168		5,182,065,826		5,025,501,820		5,205,009,061		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																						合計 ゴウケイ		19,409,333,790		21,142,534,495		5,182,065,826		5,025,501,820		5,205,009,061		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		19,409		21,142		5,182		5,025		5,205		ERROR:#REF!

		四輪事業セグメント ４ リン ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		17/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期２Q
(予算) キ ヨサン		17/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期３Q
(予算) キ ヨサン		17/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期４Q
(予算) キ ヨサン		17/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

		オークション収入 シュウニュウ		5,051,987,324		5,483,967,528		2,690,456,540		1,324,416,765		1,403,518,572		1,372,781,417		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		会費収入		3,121,667,909		3,048,259,417		1,524,111,950		782,977,350		768,055,062		767,518,450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				四輪事業セグメント ４ リン ジギョウ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				四輪事業セグメント ４ リン ジギョウ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		検査料収入		2,911,459,900		3,034,330,312		1,464,813,000		762,743,375		798,553,180		720,759,900		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション		5,051,987,324		5,483,967,528		1,324,416,765		1,403,518,572		1,372,781,417		ERROR:#REF!				オークション		5,051		5,483		1,324		1,403		1,372		ERROR:#REF!

		その他収入		2,554,690,811		2,641,252,544		1,124,992,558		651,703,509		669,299,300		613,843,781		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		3,121,667,909		3,048,259,417		782,977,350		768,055,062		767,518,450		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		3,121		3,048		782		768		767		ERROR:#REF!

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(1,564,263,183)		(1,506,453,301)		(684,212,198)		(396,371,743)		(382,516,853)		(366,034,135)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				検査料 ケンサ リョウ		2,911,459,900		3,034,330,312		762,743,375		798,553,180		720,759,900		ERROR:#REF!				検査料 ケンサ リョウ		2,911		3,034		762		798		720		ERROR:#REF!

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		12,075,542,761		12,701,356,500		6,120,161,850		3,125,469,256		3,256,909,261		3,108,869,413		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他 タ		2,554,690,811		2,641,252,544		651,703,509		669,299,300		613,843,781		ERROR:#REF!				その他 タ		2,554		2,641		651		669		613		ERROR:#REF!

																																						合計 ゴウケイ		12,075,542,761		12,701,356,500		3,125,469,256		3,256,909,261		3,108,869,413		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		12,075		12,701		3,125		3,256		3,108		ERROR:#REF!

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		17/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期２Q
(予算) キ ヨサン		17/12期２Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期３Q
(予算) キ ヨサン		17/12期３Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期４Q
(予算) キ ヨサン		17/12期４Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

		オークション収入 シュウニュウ		2,300,715,436		2,929,639,000		1,234,244,124		811,296,917		517,075,000		698,677,556		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		会費収入		5,440,000		5,450,000		3,065,000		1,170,000		1,200,000		1,475,000		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		その他収入		1,820,135,810		2,190,752,200		876,488,658		482,573,662		467,420,000		478,665,761		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション		2,300,715,436		2,929,639,000		811,296,917		517,075,000		698,677,556		ERROR:#REF!				オークション		2,300		2,929		811		517		698		ERROR:#REF!

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(915,160)		0		(22,818,166)		0		0		916		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		5,440,000		5,450,000		1,170,000		1,200,000		1,475,000		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		5		5		1		1		1		ERROR:#REF!

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		4,125,376,086		5,125,841,200		2,090,979,616		1,295,040,579		985,695,000		1,178,819,233		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他 タ		1,820,135,810		2,190,752,200		482,573,662		467,420,000		478,665,761		ERROR:#REF!				その他 タ		1,820		2,190		482		467		478		ERROR:#REF!

								 		 						 						 						 										合計 ゴウケイ		4,125,376,086		5,125,841,200		1,295,040,579		985,695,000		1,178,819,233		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		4,125		5,125		1,295		985		1,178		ERROR:#REF!

		その他情報流通事業セグメント ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン

		オークション収入 シュウニュウ		1,677,229,584		1,805,986,202		0		398,629,828		429,672,504		420,778,388		429,672,504		1		1		1		1		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		アグリ		534,967,020		566,723,690		0		135,322,366		142,134,990		134,644,158		142,134,990		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他情報流通事業セグメント ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				その他情報流通事業セグメント ジョウホウ リュウツウ ジギョウ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		コンシューマープロダクツ		667,705,269		722,779,250		1		153,337,212		163,020,746		180,404,480		163,020,746		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション		1,677,229,584		1,805,986,202		398,629,828		429,672,504		420,778,388		ERROR:#REF!				オークション		1,677		1,805		398		429		420		ERROR:#REF!

		モーターサイクル		474,557,295		516,483,262		0		109,970,250		124,516,768		105,729,750		124,516,768		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				アグリ		534,967,020		566,723,690		135,322,366		142,134,990		134,644,158		ERROR:#REF!				アグリ		534		566		135		142		134		ERROR:#REF!

		会費収入		455,267,139		459,749,000		0		113,935,310		114,346,700		112,432,820		114,346,700		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		667,705,269		722,779,250		153,337,212		163,020,746		180,404,480		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		667		722		153		163		180		ERROR:#REF!

		アグリ		110,816,200		109,931,000		0		27,910,000		27,423,400		26,941,600		27,423,400		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				モーターサイクル		474,557,295		516,483,262		109,970,250		124,516,768		105,729,750		ERROR:#REF!				モーターサイクル		474		516		109		124		105		ERROR:#REF!

		コンシューマープロダクツ		107,785,139		114,823,000		0		26,127,810		28,027,000		27,709,000		28,027,000		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費		455,267,139		459,749,000		113,935,310		114,346,700		112,432,820		ERROR:#REF!				会費		455		459		113		114		112		ERROR:#REF!

		モーターサイクル		236,665,800		234,995,000		0		59,897,500		58,896,300		57,782,220		58,896,300		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				アグリ		110,816,200		109,931,000		27,910,000		27,423,400		26,941,600		ERROR:#REF!				アグリ		110		109		27		27		26		ERROR:#REF!

		その他収入		474,354,502		485,932,324		1		127,641,924		130,486,928		135,286,968		130,486,928		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		107,785,139		114,823,000		26,127,810		28,027,000		27,709,000		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		107		114		26		28		27		ERROR:#REF!

		アグリ		248,343,826		250,000,104		1		70,464,189		71,495,108		74,687,009		71,495,108		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				モーターサイクル		236,665,800		234,995,000		59,897,500		58,896,300		57,782,220		ERROR:#REF!				モーターサイクル		236		234		59		58		57		ERROR:#REF!

		コンシューマープロダクツ		61,320,681		52,500,000		1		13,481,226		14,700,000		18,709,942		14,700,000		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他		474,354,502		485,932,324		127,641,924		130,486,928		135,286,968		ERROR:#REF!				その他		474		485		127		130		135		ERROR:#REF!

		モーターサイクル		164,689,995		183,432,220		0		43,696,509		44,291,820		41,890,017		44,291,820		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				アグリ		248,343,826		250,000,104		70,464,189		71,495,108		74,687,009		ERROR:#REF!				アグリ		248		250		70		71		74		ERROR:#REF!

		合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		61,320,681		52,500,000		13,481,226		14,700,000		18,709,942		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		61		52		13		14		18		ERROR:#REF!

																																						モーターサイクル		164,689,995		183,432,220		43,696,509		44,291,820		41,890,017		ERROR:#REF!				モーターサイクル		164		183		43		44		41		ERROR:#REF!

		その他事業セグメント ジギョウ		16/12期 通期
(実績) キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		16/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		17/12期 1Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 1Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		新規合計 シンキ ゴウケイ		309,378,896		376,458,200		0		72,187,934		58,143,000		57,204,718		58,143,000		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		国際プロフィット コクサイ		184,769,000		148,485,000		0		61,504,000		24,390,000		28,375,000		24,390,000		0		0		0		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				アグリ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				アグリ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		新規事業開発 シンキ ジギョウ カイハツ		106,092		12,000,000		0		2,528		3,000,000		300,440		3,000,000		1,187		119		1,187		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション		534,967,020		566,723,690		135,322,366		142,134,990		134,644,158		ERROR:#REF!				オークション		534		566		135		142		134		ERROR:#REF!

		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		18,946,661		33,750,000		0		88,327		0		0		0		-		-		-		-		ERROR:#REF!		-		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		110,816,200		109,931,000		27,910,000		27,423,400		26,941,600		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		110		109		27		27		26		ERROR:#REF!

		医療機器事業室 イリョウ キキ ジギョウシツ		0		7,550,000		0		0		1,000,000		237,000		1,000,000		-		-		-		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他 タ		248,343,826		250,000,104		70,464,189		71,495,108		74,687,009		ERROR:#REF!				その他 タ		248		250		70		71		74		ERROR:#REF!

		ランマート勘定 カンジョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		894,127,046		926,654,794		233,696,555		241,053,498		236,272,767		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		894		926		233		241		236		ERROR:#REF!

		AIBS		124,949,680		115,070,055		1		43,504,052		30,386,685		47,536,685		30,386,685		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		ランマート		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				コンシューマープロダクツ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				コンシューマープロダクツ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

		JBTV		163,713,911		166,946,422		1		0		0		121,217,396		0		-		-		-		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				オークション		667,705,269		722,779,250		153,337,212		163,020,746		180,404,480		ERROR:#REF!				オークション		667		722		153		163		180		ERROR:#REF!

		メディカル		77,347,342		143,033,000		0		31,683,420		37,704,000		46,495,454		37,704,000		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		107,785,139		114,823,000		26,127,810		28,027,000		27,709,000		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		107		114		26		28		27		ERROR:#REF!

		HK		209,677,545		191,465,997		0		60,863,960		47,870,997		30,744,155		47,870,997		1		1		1		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				その他 タ		61,320,681		52,500,000		13,481,226		14,700,000		18,709,942		ERROR:#REF!				その他 タ		61		52		13		14		18		ERROR:#REF!

		USA		54,321,725		49,487,000		-		507,180		0		0		0		-		-		-		-		ERROR:#REF!		-		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		836,811,089		890,102,250		192,946,248		205,747,746		226,823,422		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		836		890		192		205		226		ERROR:#REF!

		Print Vision		11,288,725		0		-		6,786,606		0		0		0		-		-		-		-		ERROR:#REF!		-		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

		合計 ゴウケイ		1,863,081,394		1,592,531,025		1		445,645,667		347,509,004		473,425,784		347,509,004		1		1		1		1		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				モーターサイクル		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				モーターサイクル		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

																																						オークション		474,557,295		516,483,262		109,970,250		124,516,768		105,729,750		ERROR:#REF!				オークション		474		516		109		124		105		ERROR:#REF!

																																						会費 カイヒ		236,665,800		234,995,000		59,897,500		58,896,300		57,782,220		ERROR:#REF!				会費 カイヒ		236		234		59		58		57		ERROR:#REF!

																																						その他 タ		61,320,681		52,500,000		13,481,226		14,700,000		18,709,942		ERROR:#REF!				その他 タ		61		52		13		14		18		ERROR:#REF!

																																						合計 ゴウケイ		772,543,776		803,978,262		183,348,976		198,113,068		182,221,912		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		772		803		183		198		182		ERROR:#REF!

																																																		単位：円 タンイ エン																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

																																						その他事業 タ ジギョウ		16/12期 通期
(実績)  キ ツウキ ジッセキ		17/12期 通期
(予算) キ ツウキ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン				その他事業 タ ジギョウ		16/12期
(実績) キ ジッセキ		17/12期
(予算) キ ヨサン		16/12期 １Q
(実績)  キ ジッセキ		17/12期 １Q
(予算) キ ヨサン		17/12期 １Q
(実績) キ ジッセキ		18/12期
(予算) キ ヨサン

																																						AUCその他 タ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				AUCその他 タ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																						AIBS		124,949,680		115,070,055		43,504,052		30,386,685		47,536,685		ERROR:#REF!				AIBS		124		115		43		30		47		ERROR:#REF!

																																						ランマート		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ランマート		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																						JBTV		163,713,911		166,946,422		0		0		121,217,396		ERROR:#REF!				JBTV		163		166		0		0		121		ERROR:#REF!

																																						メディカル		77,347,342		143,033,000		31,683,420		37,704,000		46,495,454		ERROR:#REF!				メディカル		77		143		31		37		46		ERROR:#REF!

																																						海外子会社（HK&USA&PV） カイガイ コ カイシャ		275,287,995		240,952,997		68,157,746		47,870,997		30,744,155		ERROR:#REF!				海外子会社（HK&USA&PV） カイガイ コ カイシャ		275		240		68		47		30		ERROR:#REF!

																																						合計 ゴウケイ		1,863,081,394		1,592,531,025		445,645,667		347,509,004		473,425,784		ERROR:#REF!				合計 ゴウケイ		1,863		1,592		445		347		473		ERROR:#REF!





ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報

				Xsmartよりデータ貼り付け ハ ツ

				編集メニュー＞継続開示書類＞第●●期＞第▲四半期＞決算情報編集＞セグメント情報等＞セグメント情報>レポート ヘンシュウ ケイゾク カイジ ショルイ ダイ キ ダイ シ ハンキ ケッサン ジョウホウ ヘンシュウ ジョウホウ ナド ジョウホウ

				 

				開示科目ID		開示科目名		減算		当期
四輪事業		当期
デジタルプロダクツ事業		当期
その他情報流通事業		当期
報告セグメント計		当期
その他		当期
合計		当期
調整額		当期
連結財務諸表計上額

				K10100000#		売上高		0

				K10101000#		　外部顧客への売上高		0		6,036,058,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,451,796,109		581,974,059		10,033,770,168		0		10,033,770,168

				K10102000#		　セグメント間の内部売上高又は振替高		0		84,103,000		0		0		84,103,000		326,293,291		410,396,291		-410,396,291		0

				K101Z0000#		　売上高合計		0		6,120,161,850		2,090,979,616		1,324,757,643		9,535,899,109		908,267,350		10,444,166,459		-410,396,291		10,033,770,168

				K10200000#		セグメント利益		0

				K10202000#		　営業利益		0		1,969,936,403		1,187,940,492		295,579,554		3,453,456,449		-104,716,802		3,348,739,647		-1,552,204,383		1,796,535,264





定義

		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2015年1月1日～2015年12月31日実績 ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ジッセキ

		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2016年1月1日～2016年12月31日実績 ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ジッセキ

		17/12期 キ		予算 ヨサン		2017年1月1日～2017年12月31日予算（2017年2月14日取締役会決議済み予算） ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ヨサン ネン ガツ ニチ トリシマリヤク カイ ケツギ ズ ヨサン

		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2017年1月1日～2017年12月31日実績 ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ジッセキ

		18/12期 キ		修正前予算 シュウセイ マエ ヨサン		2018年1月1日～2018年12月31日予算（2017年2月14日取締役会決議済み予算） ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ヨサン ネン ガツ ニチ トリシマリヤク カイ ケツギ ズ ヨサン

		18/12期 キ		実績 ジッセキ		2018年1月1日～2018年12月31日実績 ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ジッセキ

		18/12期 キ		予算 ヨサン		2018年1月1日～2018年12月31日予算（2018年2月8日取締役会決議済み予算） ネン ガツ ニチ ネン ガツ ニチ ヨサン ネン ガツ ニチ トリシマリヤク カイ ケツギ ズ ヨサン
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Pre-owned luxury brand items 
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Growth in pre-owned luxury brand items 
auction distribution 

 Established a joint venture “SG E-AUCTION 
PTE.LTD” with a major corporation in Singapore. 

     Online auctions run in Singapore. 
     Singapore will serve as the base to further    
     expand distribution of pre-owned luxury brand   
     items in Southeast Asia. 

© 2018 AUCNET INC. 

Starting Auction in Singapore  
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Accelerate overseas distribution 
 Transactions by overseas buyers increased to 

290 million yen, more than double the same 
period last year. The number of sold items 
massively increased to 13,000 which is about 4 
times more than the same period last year. 

Other Information Distribution Business 
（Priority Initiatives） 

First half 
 2017 

First half 
 2018 

First half 
 2016 



 

Increase distribution volume with 
emphasis on the sales rate. 

 
 

・Intensified efforts to increase units listed 
   which have a high sales rate. 
 
・Expansion of Depots (distribution centers) 
   to major cities. 
 
・Promote bidding by changing auction  
   inspection evaluation criteria. 

 

Increase distribution volume by 
enhancing the logistics service. 

 
・Planning to launch an ordering system for 
   businesses such as  bridal companies. 
 
・Expansion of the distribution network area     
   and increase member acquisition. 
 
・Contract major companies to expand the 
   potted flowers gift business. 

Flowers (cut and potted) 
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Used motorcycles 

Other Information Distribution Business 
（Priority Initiatives） 
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３．Segment Information 
Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

Other Business 



New Business Developments in First Half 2018 
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Real estate matching service 

Real estate-related business Liquidation 

System development and 
provision 

Helping to open shops by 
connecting real-estate companies 

and restaurant owners 

Platform to liquidate 
companies’ excess inventory 

Facial recognition system using 
AI technology 

Distribution of automatic reception  
     and payment terminals  

     for medical clinics. (KIOSK) 

Medical equipment related 
business 

Distribution of 
 refurbished devices 

Distribution service for refurbished 
used smartphones, etc. 

Promoting domestic distributions 

Used medical  
equipment distribution 

Bidding online auctions 

Distributing medical equipment 
such as ultrasonic diagnostic 

equipment for Japanese market. 
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AUCNET INC. 

Singapore 
●Pre-owned luxury brand 

 item business 

AIS trademark licensed to a Taiwanese 
company that runs used vehicle auctions. 
Expanding used vehicle distribution that gives 
customers piece of mind. 

Taiwan 
●Used vehicle inspection 

Major Movements in first half 2018 
Implement a Global Strategy  

Established a joint venture with a major 
corporation in Singapore. Singapore will serve 
as a hub to further expand online auctions of 
pre-owned luxury brand items. 
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４．Forecast of Consolidated Results 



33 © 2018 AUCNET INC. 

（Million Yen） 

FY2017 FY2018 (Forecast) 

Performance Margin Forecast Margin Year-on-year 

Net sales 19,409 100.0% 21,142 100.0% +8.9% 
Operating 
income 3,245 16.7% 3,748 17.7% +15.5% 

Ordinary income 3,321 17.1% 3,822 18.1% +15.1% 
Profit 
attributable to 
owners of parent 

1,767 9.1% 2,227 10.5% +26.0% 

Basic earnings 
per share 66.97 Yen － 81.15 Yen － +14.28 Yen 

Dividend per 
share 26.00 Yen － 26.00 Yen － 0.00 Yen 

Note: Amounts are rounded down to the nearest whole unit; percentages are rounded to two decimal places. 

Year ending December 31, 2018  
Forecast of Consolidated Results 



Shaping the Future of Commerce 
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At AUCNET Group, we provide cutting edge distribution and inspection systems that add the 
value of “trust” to various types of information.  Our online platforms deliver valuable services 
and meaningful information to our customers, and create a highly efficient distribution eco-
system, with minimal impact on the environment. We continuously innovate to provide new 
services that are tailored to customer needs and exceed their expectations. 
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