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Ⅰ. Company Overview 
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Features of Aucnet’s business 
 

Online real-time auctions 
 

B to B distribution business 



4 Copyright © 2018 AUCNET INC. All rights reserved. 

History of Aucnet 

Since1993~ 

Since1997~ 

Since2005~ 

Since2008~ 

Since2011~ 

Flowers  
(cut and potted) 

Used  
motorcycles 

Used vehicles 

Used  
digital products 

Used luxury 
 brand items 

LaserDisc system 

Satellite TV auctions 

Internet communication 

Digital satellite system 

Since1985~ 

Started business with auctions of used vehicles  
Aucnet has developed its auction business by consistently adopting 

the latest technologies Used  
medical equipment 



Automobile Business 
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Transaction 
Amount 

¥26.6billion 

Total transaction amount  ¥370.3  billion 

（annual） 

Digital Product Business 

Other Information Distribution Business 

Used motorcycles Used luxury 
 brand items 

 Total members        25,093  companies 

（annual） 

Flowers (cut and potted) 

Scale of Aucnet’s Distribution Operations 

Transaction 
Amount 

Transaction 
Amount 

Transaction 
Amount 

Transaction 
Amount 

（annual） 

（annual） （annual） （annual） 

Note: Transaction Amount: Total value of transactions for completed auctions in each business .(FY17)  
       Membership number：Unique members.（FY17） 

¥320.5billion 

¥8.9billion ¥7.6billion ¥6.4billion 



Automobile 
Business 
58.0% Digital 

Product 
Business 
21.3% 

Other 
Information 
Distribution 

Business 
13.4% 

Other 
Business 

7.3% 

Business Segment 
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【Automobile Business】 

【Digital Product Business】 

 Used 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 

 
 

¥19.4 
billion 

Sales in 
FY 2017 



Ⅱ. Consolidated Results 



Copyright © 2018 AUCNET INC. All rights reserved. 8 

（Million Yen） 

FY2016 FY2017 

Performance Margin Performance Margin Year-on-year 

Net sales 19,983 100.0% 19,409 100.0% -2.9% 

Operating income 4,041 20.2% 3,245 16.7% -19.7% 

Ordinary income 4,115 20.6% 3,321 17.1% -19.3% 

Profit attributable to 
Owners of parent 2,183 10.9% 1,767 9.1% -19.0% 

Basic earnings per share 90.77 Yen － 66.97 Yen － -23.80 Yen 

Dividend per share － － 26.00 Yen － 26.00 Yen 

Consolidated Performance Summary 

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



19,983  19,409  

+568 
+51 +163 

- 1,358 

4,041  
3,245  

+228 

+155 

- 987 

- 151 

Segment Increase/Decrease 

9 

Net sales 

Segment income 
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(Million Yen) 

Automobile 
Business 

Digital Product 
Business 

Other 
Information 
Distribution 

Business 

Other 
Business 

FY2016 FY2017 

Automobile 
Business Digital Product 

Business 

Other 
Information 
Distribution 

Business 

Other 
Business 

And 
Adjustment 

FY2016 FY2017 
     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. 
 



Ⅲ. Segment Information 
 

Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

New Businesses 



Ⅲ. Segment Information 
 

Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

New Businesses 



Automobile Business  (Overview)  
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Used vehicle auctions* 

Shared inventory market 

Aucnet’s own used 
vehicle distribution 

Live linked auctions
（Network Auto Auction） 

Proxy bidding service  
(i-Auc) 

＊About used vehicle 
auctions: 

Used vehicle distribution 
networks with other sites 

Used vehicle inspection 
service（AIS） 

※As of December 31,2017 

Key aspect of used 
vehicle distribution 

Providing total support for used vehicle distribution, primarily through auctions 
Aucnet operates its auction business without any physical auction sites 

 Rigorous and fair inspection and  
evaluation system for vehicles 
listed at auction performed by 
AIS Inc., an Aucnet subsidiary.  
 

 Nationwide vehicle inspection 
and evaluation provided at  

    customer sites. 
 
 Six centers, 18 service blocks,  
    approximately 180 qualified  
    inspectors*. 

 Real-time access to 76 physical  
   auction sites nationwide. 

 Auction agency services for vehicle  
    listing and bidding at 122 physical 
    auction sites nationwide. 

Real-time auctions for 
members held online 
by the Company. 

 Auction members share 
information on approximately 
40,000 vehicles* in stock, 
facilitating negotiation and 
trading. 

※As of December 31,2017 

 All vehicles are inspected by AIS,  
ensuring confidence in quality. 

 High proportion of late model, low 
mileage vehicles. 

 Can sell at auction while vehicle 
remains at retail premises. 



Automobile Business (Segment Performance) 
Net sales 

Segment income 
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Year-on-year increase in sales 
and 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 
• Decrease in sold vehicles year-on-year. However, efforts to 
attract large-scale members led to signs of recovery from 
the second half of the year. 
 
Live-linked auctions 

• An increase in the number of vehicles listed at partner 
physical auction sites and an increase in purchases by 
export-focused members contributed to an increase in the 
number of vehicles purchased through live-linked auctions. 
 

The proxy bidding service 
• The number of vehicles purchased through the proxy 
bidding service increased, mainly due to an increase in 
purchasing by export-focused members. 

  
Used vehicle inspection service 
･Increase in number of vehicles inspected due to increase in   
 vehicle listings at physical auction sites and demand from   
 large used vehicle sales platforms.  
 

3,183 3,412 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2016/12期 

通期 

2017/12期 

通期 

(Million Yen） 

10,682 11,251 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2016/12期 

通期 

2017/12期 

通期 

（Million Yen） 

FY2016 

FY2016 FY2017 

FY2017 

Note: Sales in each segment exclude inter-segment internal revenues and transfers. 
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Automobile Business (Segment Performance) 

※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 Includes Used motorcycles inspections. 

Business KPI FY2017 Year-on-year 

Automobile Business 
(Total) 

Number of sold items 417,650 units 106.0  % 

Sales share ※1 8.8  ％ 0.1 Point up 

Total members 14,447   100.4  % 

Used vehicle auctions 

Total number of listed items 58,556 units 101.6  % 

Number of sold items 17,414 units 107.8  % 

Rate of sale 31.8  % 1.8 Point up 

Shared inventory market Number of sold items 11,488 units 97.9  % 

Live linked auctions 
Listed units 4,811,383 units 104.1  % 

Sold units 278,658 units 106.5  % 

The proxy bidding service (i-Auc) Sold units 110,090 units 105.4  % 

Used vehicle inspection service (AIS) Total inspected units ※2 843,841 units 115.0  % 



  Used vehicle auctions 
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Scale of Used Vehicle  Auction 
Distribution Operations 

 Attracted high value listings, through targeting 
dealers, rental and lease companies and traders. 

     Increased participation and sales ratio at auctions.  
 

 Establish and monetize BPO services anchored by 
the “Value Up Center” (VUC) ※ 

“Value Up” Strategy  

※Value UP Center 
Pre-auction processing centers, with 7 sites 
nationwide. 
 
VUC’s provide vehicle storage and auction preparation 
BPO services from the time the vehicle is traded-in 
until it is listed at auction.  Services include AIS 
inspections, minor repairs, vehicle cleaning, etc.  

57,648 58,556  

2016/12期 2017/12期 

16,153 

17,414  

30.0% 
31.8% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

2016/12期 

 

2017/12期 

 

（Units） 

Automobile Business（Priority Initiatives） 

Total Number of 
Listed Items 

Rate of Sale and 
Number of Sold Items 

FY2016 FY2016 FY2017 FY2017 



Shared inventory market 

Increase transaction volumes 

 Increase repeat business of large clients and 
introduce more competitive fees. 
 

 Analyse transaction data to effectively target 
promotions to increase use of the service. 
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Used vehicle inspection 
service（AIS) 

Increase Used vehicle inspection 

689,753  733,844  
843,841  

2015/12期 2016/12期 2017/12期 

 Increased inspections for key market players such as 
Certified Pre-Owned inspections for a large used vehicle 
sales platform, and inspections and BPO for large auto 
manufacturer-based used vehicle group. 

 
 Expanding training business such as AIS used vehicle 

inspection skill. 

（Units） 

FY2016 FY2015 FY2017 

Automobile Business（Priority Initiatives） 



Ⅲ. Segment Information 
 

Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

New Businesses 



Used smartphone distribution  

Sellers 

Products prepared for sale 
at Aucnet’s center 
①Devises inspected, data erased 

and graded 
②List for sale 

Online distribution 

Mainly sold to overseas buyers. 
Southeast Asia, Hong Kong, 
USA etc. 

Product delivered to buyers 
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Providing a distribution market for used PCs, smartphones and tablet devices 

Expansion of BPO Services from receipt to distribution 

Used PCs etc. Auctions 

Received at Aucnet’s center 

①Devises inspected, data erased      
and graded 

②Photography 
③List for auction 

Sellers 

Used PCs auction run by 
Aucnet every Friday. 

Mainly sold to domestic buyers. 

Send used PCs  

Digital Product Business（Overview） 

◆Data erasure software 
*Our equity-method affiliate 
 Blancco Japan Inc.  (49% ownership)  

Product delivered to buyers 

Send used smartphones 



Net sales 

Segment income 
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Year-on-year decrease in sales 
and income  
 
Used smartphones distribution business 
• Demand for newly released smartphones in the fourth quarter 

did not match expectations, due to the staggered release 
strategy of the manufacturer which differed from previous 
years.  As a result, the volume of used smartphones was below 
forecast. 
 

• In the fourth quarter, the market price dropped sharply due to 
the  the supply of a large number of devices from the United 
States. As a result, the commission rate decreased more than 
expected. 
 

•   The number of used smartphones processed for the year    
    increased overall, due to the increase in trade-in volume of  
    major models, but the commission rate per unit declined. 
 
Used PCs and other used digital equipment 
distribution business 
• Retention efforts for large customers succeeded, and the    
    number of transactions grew steadily. 
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Digital Product Business（Segment Performance） 
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（Million Yen） 

FY2016 

FY2016 

FY2017 

FY2017 

  

Business KPI

Total transaction
amount

26.6 billion 116.5 %

Total members 455 127.5 %

Total sales units 1,707,195 units 95.3 %

All of Digital Product
Business

FY2017 Year-on-year

¥


KPI_ｻﾏﾘ

														セグメント別KPI　2007/12期～2017/12期 ベツ キ キ																														セグメント別KPI　2015/12期～2017/12期 ベツ キ キ																																				セグメント別KPI　2015/12期～2017/12期 ベツ キ キ																																				セグメント別KPI　2015/12期～2017/12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		4.0																 		 												 		 				 

														四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								・・・網掛けは非公表数値 アミカ ヒ コウヒョウ スウチ																						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								・・・網掛けは非公表数値 アミカ ヒ コウヒョウ スウチ																												四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								・・・網掛けは非公表数値 アミカ ヒ コウヒョウ スウチ																												四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								・・・網掛けは非公表数値 アミカ ヒ コウヒョウ スウチ

		15/12期 キ		16/12期 キ		17/12期 キ		17/12期 キ		18/12期 キ				セグメント		項目 コウモク				単位 タンイ		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		セグメント		項目 コウモク				単位 タンイ		15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								セグメント		項目 コウモク				単位 タンイ		15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								セグメント		項目 コウモク				単位 タンイ		15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								15/12期 キ		16/12期 キ				17/12期 キ								18/12期 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		4.0										1.0		1.0				1.0								2.0		2.0				2.0																3.0		3.0				3.0								4.0		4.0				4.0																通期 ツウキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ								4.0														通期 ツウキ

		実績		実績		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		予算 ヨサン												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		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										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										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		予算 ヨサン		前期比 ゼンキヒ

														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

		3		4		5		6		9				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		256,530		208,367		159,459		140,248		101,056		105,452		92,730		85,600		70,177		57,648		58,556		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		19,884		15,426		77.6%		16,229		14,435		93.6%		88.9%		19,649		14,563		74.1%		15,770		14,627		100.4%		92.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		14,754		13,118		88.9%		14,083		14,299		109.0%		101.5%		15,890		14,541		91.5%		14,637		15,195		104.5%		103.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		70,177		57,648		82.1%		60,719		58,556		101.6%		96.4%		70,177		57,648		82.1%		60,719		58,556		101.6%		96.4%		60,923		104.0%

		24		25		26		27		30				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		241,371		197,752		151,730		132,834		95,086		99,053		86,490		80,017		66,203		53,800		54,792		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		18,676		14,542		77.9%		15,175		13,459		92.6%		88.7%		18,600		13,569		73.0%		14,741		13,808		101.8%		93.7%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		13,897		12,220		87.9%		13,239		13,360		109.3%		100.9%		15,030		13,469		89.6%		13,729		14,165		105.2%		103.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		66,203		53,800		81.3%		56,884		54,792		101.8%		96.3%		66,203		53,800		81.3%		56,884		54,792		101.8%		96.3%		57,298		104.6%

		52		53		54		55		58				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		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		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		台		1,168,449		1,229,384		105.2%		1,204,740		1,252,084		101.8%		103.9%		1,181,348		1,169,607		99.0%		1,188,853		1,288,000		110.1%		108.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		台		1,044,252		1,072,056		102.7%		1,079,802		1,137,226		106.1%		105.3%		1,139,295		1,149,213		100.9%		1,139,681		1,134,073		98.7%		99.5%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		台		4,533,344		4,620,260		101.9%		4,613,076		4,811,383		104.1%		104.3%		4,533,344		4,620,260		101.9%		4,613,076		4,811,383		104.1%		104.3%		4,841,467		100.6%

		59		60		61		62		65				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数 セイヤク ダイスウ		台		65,734		45,093		28,373		24,399		15,870		13,985		15,837		15,098		16,962		16,153		17,414		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数 セイヤク ダイスウ		台		4,205		4,013		95.4%		4,663		4,066		101.3%		87.2%		4,790		4,017		83.9%		4,762		4,298		107.0%		90.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数 セイヤク ダイスウ		台		3,968		4,106		103.5%		4,549		4,638		113.0%		102.0%		3,999		4,017		100.5%		4,542		4,412		109.8%		97.1%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数 セイヤク ダイスウ		台		16,962		16,153		95.2%		18,516		17,414		107.8%		94.0%		16,962		16,153		95.2%		18,516		17,414		107.8%		94.0%		21,881		125.7%

		73		74		75		76		79				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		台		2,674		4,536		11,659		13,347		12,755		12,287		14,206		12,975		15,047		11,430		11,351		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		台		4,016		3,111		77.5%		3,184		2,743		88.2%		86.1%		3,835		2,871		74.9%		3,147		2,646		92.2%		84.1%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		台		3,905		2,875		73.6%		3,305		2,916		101.4%		88.2%		3,291		2,573		78.2%		3,121		3,046		118.4%		97.6%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		台		15,047		11,430		76.0%		12,757		11,351		99.3%		89.0%		15,047		11,430		76.0%		12,757		11,351		99.3%		89.0%		14,186		125.0%

		80		81		82		83		86				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		-		300		137		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		台		-		21		-		120		29		138.1%		24.2%		-		100		-		120		40		40.0%		33.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		台		-		120		-		120		51		42.5%		42.5%		-		59		-		130		17		28.8%		13.1%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		台		-		300		-		490		137		45.7%		28.0%		-		300		-		490		137		45.7%		28.0%		0		-

														四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃・百烈含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ ヒャク レツ フク		台		2,674		4,536		11,659		13,347		12,755		12,287		14,206		12,975		15,047		11,730		11,488		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃・百烈含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ ヒャク レツ フク		台		4,016		3,132		78.0%		3,304		2,772		88.5%		83.9%		3,835		2,971		77.5%		3,267		2,686		90.4%		82.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃・百烈含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ ヒャク レツ フク		台		3,905		2,995		76.7%		3,425		2,967		99.1%		86.6%		3,291		2,632		80.0%		3,251		3,063		116.4%		94.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃・百烈含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ ヒャク レツ フク		台		15,047		11,730		78.0%		13,247		11,488		97.9%		86.7%		15,047		11,730		78.0%		13,247		11,488		97.9%		86.7%		14,186		123.5%

		87		88		89		90		93				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		台		83,049		93,765		83,576		92,817		102,938		126,042		117,792		105,365		104,869		104,492		110,090		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		台		27,740		27,596		99.5%		28,399		29,514		107.0%		103.9%		27,379		26,263		95.9%		27,964		28,224		107.5%		100.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		台		25,220		25,233		100.1%		27,026		26,948		106.8%		99.7%		24,530		25,400		103.5%		26,967		25,404		100.0%		94.2%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		台		104,869		104,492		99.6%		110,356		110,090		105.4%		99.8%		104,869		104,492		99.6%		110,356		110,090		105.4%		99.8%		115,267		104.7%

		94		95		96		97		100				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数		台		319,657		306,611		210,830		230,167		242,738		276,112		322,544		329,403		285,800		261,583		278,658		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数		台		83,413		70,068		84.0%		70,288		73,549		105.0%		104.6%		71,147		61,266		86.1%		64,172		68,221		111.4%		106.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数		台		66,511		64,105		96.4%		61,555		69,553		108.5%		113.0%		64,729		66,144		102.2%		64,207		67,335		101.8%		104.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数		台		285,800		261,583		91.5%		260,222		278,658		106.5%		107.1%		285,800		261,583		91.5%		260,222		278,658		106.5%		107.1%		281,120		100.9%

		108		109		110		111		114				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		471,114		450,005		334,438		360,730		374,301		428,426		470,379		462,841		422,678		393,958		417,650		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		119,374		104,809		87.8%		106,654		109,901		104.9%		103.0%		107,151		94,517		88.2%		100,165		103,429		109.4%		103.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		99,604		96,439		96.8%		96,555		104,106		108.0%		107.8%		96,549		98,193		101.7%		98,967		100,214		102.1%		101.3%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		422,678		393,958		93.2%		402,341		417,650		106.0%		103.8%		422,678		393,958		93.2%		402,341		417,650		106.0%		103.8%		432,454		103.5%

		115		116		117		118		121				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		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		4,745,639		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		台		1,242,355		1,222,944		98.4%		-		1,258,954		102.9%		-		1,148,572		1,173,300		102.2%		-		1,210,172		103.1%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		台		1,058,175		1,060,709		100.2%		-		1,147,756		108.2%		-		1,108,416		1,054,837		95.2%		-		1,128,757		107.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		台		4,557,518		4,511,790		99.0%		-		4,745,639		105.2%		-		4,557,518		4,511,790		99.0%		-		4,745,639		105.2%		-		-		-

		122		123		124		125		128				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		％		27.2%		22.8%		18.7%		18.4%		16.7%		14.1%		18.3%		18.9%		25.6%		30.0%		31.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		％		22.5%		27.6%		5.1pt		30.7%		30.2%		2.6pt		▲0.5pt		25.8%		29.6%		3.9pt		32.3%		31.1%		1.5pt		▲1.2pt		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		％		28.6%		33.6%		5.0pt		34.4%		34.7%		1.1pt		0.4pt		26.6%		29.8%		3.2pt		33.1%		31.1%		1.3pt		▲1.9pt		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率 セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		％		25.6%		30.0%		4.4pt		32.6%		31.8%		1.8pt		▲0.8pt		25.6%		30.0%		4.4pt		32.6%		31.8%		1.8pt		▲0.8pt		38.2%		6.4pt

		143		144		145		146		149				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		市場シェア シジョウ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		％		10.1%		9.8%		9.1%		9.4%		9.6%		10.4%		10.6%		10.2%		9.3%		8.7%		8.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		市場シェア シジョウ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		％		9.6%		8.6%		▲1.0pt		-		8.7%		0.2pt		-		9.3%		8.1%		▲1.3pt		-		8.5%		0.5pt		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		市場シェア シジョウ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		％		9.4%		9.1%		▲0.3pt		-		9.1%		▲0.0pt		-		8.7%		9.3%		0.6pt		-		8.9%		▲0.4pt		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		市場シェア シジョウ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		％		9.3%		8.7%		▲0.5pt		-		8.8%		0.1pt		-		9.3%		8.7%		▲0.5pt		-		8.8%		0.1pt		-		-		-

		156		157		158		159		162				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		会員		7,434		6,783		6,195		5,776		4,585		4,510		4,528		4,585		4,401		4,414		4,383		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		会員		4,525		4,394		97.1%		-		4,417		100.5%		-		4,476		4,385		98.0%		-		4,463		101.8%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		会員		4,440		4,403		99.2%		-		4,421		100.4%		-		4,401		4,414		100.3%		-		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		TVAA会員数 カイインスウ		会員		4,401		4,414		100.3%		-		4,383		99.3%		-		4,401		4,414		100.3%		-		4,383		99.3%		-		3,884

m-shirata: 実績は参加会員だが予算は有償会員		88.6%

		163		164		165		166		169				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		会員		6,181		6,806		7,039		7,547		8,057		8,341		8,520		8,629		8,946		9,094		9,280		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		会員		8,781		9,051		103.1%		9,203		9,094		100.5%		98.8%		8,860		9,097		102.7%		9,272		9,176		100.9%		99.0%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		会員		8,908		9,107		102.2%		9,341		9,227		101.3%		98.8%		8,946		9,094		101.7%		9,410		9,280		102.0%		98.6%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		会員		8,946		9,094		101.7%		9,410		9,280		102.0%		98.6%		8,946		9,094		101.7%		9,410		9,280		102.0%		98.6%		9,502		102.4%

		170		171		172		173		176				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		会員		3,983		3,984		3,856		4,147		4,633		4,702		4,868		5,078		4,909		4,938		4,810		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		会員		5,035		4,876		96.8%		4,939		4,944		101.4%		100.1%		4,959		4,897		98.7%		4,954		5,000		102.1%		100.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		会員		4,905		4,918		100.3%		4,969		4,847		98.6%		97.5%		4,909		4,938		100.6%		4,984		4,810		97.4%		96.5%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		会員		4,909		4,938		100.6%		4,984		4,810		97.4%		96.5%		4,909		4,938		100.6%		4,984		4,810		97.4%		96.5%		4,897		101.8%

		177		178		179		180		183				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		会員		5,752		5,743		3,995		3,723		3,591		3,587		3,715		3,865		3,711		3,697		3,650		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		会員		3,832		3,682		96.1%		3,691		3,689		100.2%		99.9%		3,775		3,663		97.0%		3,685		3,719		101.5%		100.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		会員		3,743		3,692		98.6%		3,679		3,686		99.8%		100.2%		3,711		3,697		99.6%		3,673		3,650		98.7%		99.4%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		会員		3,711		3,697		99.6%		3,673		3,650		98.7%		99.4%		3,711		3,697		99.6%		3,673		3,650		98.7%		99.4%		3,638		99.7%

		184		185		186		187		190				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		会員		-		-		9,573		5,079		2,687		2,672		2,805		2,686		2,654		707		615		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		会員		2,680		2,628		98.1%		711		648		24.7%		91.1%		2,676		736		27.5%		705		639		86.8%		90.6%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		会員		2,681		728		27.2%		699		627		86.1%		89.7%		2,654		707		26.6%		693		615		87.0%		88.7%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		会員		2,654		707		26.6%		693		615		87.0%		88.7%		2,654		707		26.6%		693		615		87.0%		88.7%		563		91.5%

		240		241		242		243		246				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		会員		-		-		-		-		-		-		-		-		177		177		169		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		会員		-		179		-		-		176		98.3%		-		-		188		-		-		174		92.6%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		会員		-		181		-		-		179		98.9%		-		177		177		100.0%		-		169		95.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		会員		177		177		100.0%		-		169		95.5%		-		177		177		100.0%		-		169		95.5%		-		-		-

		247		248		249		250		253				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		13,615		13,589		22,807		18,402		15,329		15,523		15,853		15,900		16,178		14,392		14,447		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		15,986		16,252		101.7%		9,914		14,335		88.2%		144.6%		16,012		14,406		90.0%		9,977		14,452		100.3%		144.9%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		16,029		14,419		90.0%		10,040		14,454		100.2%		144.0%		16,178		14,392		89.0%		10,103		14,447		100.4%		143.0%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		16,178		14,392		89.0%		10,103		14,447		100.4%		143.0%		16,178		14,392		89.0%		10,103		14,447		100.4%		143.0%		13,949		96.6%

		254		255		256		257		260				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		会員		23,350		23,316		21,085		21,193		20,866		21,140		21,631		22,157		21,967		22,143		22,123		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		会員		22,173		22,003		99.2%		17,833		22,144		100.6%		124.2%		22,070		22,042		99.9%		17,911		22,358		101.4%		124.8%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		会員		21,996		22,120		100.6%		17,989		22,181		100.3%		123.3%		21,967		22,143		100.8%		18,067		22,123		99.9%		122.4%		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		会員		21,967		22,143		100.8%		18,067		22,123		99.9%		122.4%		21,967		22,143		100.8%		18,067		22,123		99.9%		122.4%		18,067		81.7%

				261				262						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		19,708		18,607		20,399		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		4,486		-		-		5,225		116.5%		-		-		4,509		-		-		4,716		104.6%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		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		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		19,708		18,607		94.4%		-		20,399		109.6%		-		19,708		18,607		94.4%		-		20,399		109.6%		-		-		-

				264				265						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		21,893		17,751		20,022		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		百万円		-		4,511		-		-		4,680		103.7%		-		-		4,416		-		-		4,855		109.9%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		百万円		-		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		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		百万円		21,893		17,751		81.1%		-		20,022		112.8%		-		21,893		17,751		81.1%		-		20,022		112.8%		-		-		-

				267				268						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 イチゲキ		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		1,626		1,085		1,022		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 イチゲキ		百万円		-		264		-		-		274		103.8%		-		-		271		-		-		239		88.2%		-		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 イチゲキ		百万円		-		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 イチゲキ		百万円		1,626		1,085		66.7%		-		1,022		94.2%		-		1,626		1,085		66.7%		-		1,022		94.2%		-		-		-

				270				271						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		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		-		393		187		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		百万円		-		25		-		-		53		212.0%		-		-		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		百万円		-		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		百万円		-		393		-		-		187		47.6%		-		-		393		-		-		187		47.6%		-		-		-

				273				274						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		202,823		184,408		196,016		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		49,801		-		-		51,502		103.4%		-		-		42,936		-		-		46,791		109.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		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		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		202,823		184,408		90.9%		-		196,016		106.3%		-		202,823		184,408		90.9%		-		196,016		106.3%		-		-		-

				276				277						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		-		-		-		-		78,693		77,466		82,943		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		20,814		-		-		23,607		113.4%		-		-		18,870		-		-		20,757		110.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		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		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		78,693		77,466		98.4%		-		82,943		107.1%		-		78,693		77,466		98.4%		-		82,943		107.1%		-		-		-

				282				283						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		百万円		119,588		79,722		60,944		54,763		38,382		35,817		39,722		37,472		324,745		299,712		320,591		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		百万円		-		79,904		-		-		85,344		106.8%		-		-		71,130		-		-		77,406		108.8%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		百万円		-		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		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		百万円		324,745		299,712		92.3%		-		320,591		107.0%		-		324,745		298,234		91.8%		-		320,591		107.5%		-		-		-

				279				280						四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計		百万円		119,588		79,722		60,944		54,763		38,382		35,817		39,722		37,472		323,119		298,234		319,381		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計		百万円		-		79,614		-		-		85,016		106.8%		-		-		70,733		-		-		77,120		109.0%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計		百万円		-		73,174		-		-		79,886		109.2%		-		-		74,711		-		-		77,357		103.5%		-		四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計		百万円		323,119		298,234		92.3%		-		319,381		107.1%		-		323,119		299,712		92.8%		-		319,381		106.6%		-		-		-

		310		311		312		313		316				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		台		419,037		410,485		405,839		445,404		428,668		536,619		590,247		650,259		639,900		684,646		794,180		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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		台		164,390		173,924		105.8%		185,089		211,345		121.5%		114.2%		152,057		164,030		107.9%		173,206		187,606		114.4%		108.3%		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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		台		153,496		161,007		104.9%		173,203		189,919		118.0%		109.7%		169,957		185,685		109.3%		180,077		205,310		110.6%		114.0%		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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		台		639,900		684,646		107.0%		711,575		794,180		116.0%		111.6%		639,900		684,646		107.0%		711,575		794,180		116.0%		111.6%		833,362		104.9%

		289		290		291		292		295				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		205,337		192,006		196,317		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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		台		53,613		49,185		91.7%		49,058		50,624		102.9%		103.2%		53,602		46,023		85.9%		46,263		49,648		107.9%		107.3%		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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		台		47,873		46,464		97.1%		46,803		46,545		100.2%		99.4%		50,249		50,334		100.2%		48,131		49,500		98.3%		102.8%		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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		台		205,337		192,006		93.5%		190,255		196,317		102.2%		103.2%		205,337		192,006		93.5%		190,255		196,317		102.2%		103.2%		200,702		102.2%

		296		297		298		299		302				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		143,565		194,075		254,244		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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		台		32,307		45,180		139.8%		48,608		69,086		152.9%		142.1%		33,161		46,212		139.4%		49,097		56,973		123.3%		116.0%		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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		台		36,838		46,699		126.8%		49,240		62,899		134.7%		127.7%		41,259		55,984		135.7%		50,055		65,286		116.6%		130.4%		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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		台		143,565		194,075		135.2%		197,000		254,244		131.0%		129.1%		143,565		194,075		135.2%		197,000		254,244		131.0%		129.1%		276,544		108.8%

		303		304		305		306		309				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		台		-		-		-		-		-		-		-		-		290,998		298,565		343,619		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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		台		78,470		79,559		101.4%		87,423		91,635		115.2%		104.8%		65,294		71,795		110.0%		77,846		80,985		112.8%		104.0%		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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		台		68,785		67,844		98.6%		77,160		80,475		118.6%		104.3%		78,449		79,367		101.2%		81,891		90,524		114.1%		110.5%		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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		台		290,998		298,565		102.6%		324,320		343,619		115.1%		106.0%		290,998		298,565		102.6%		324,320		343,619		115.1%		106.0%		356,116		103.6%

		317		318		319		320		323				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		台		82,486		90,136		91,442		71,480		66,047		53,245		53,742		55,201		49,853		49,198		49,661		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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		台		10,752		11,368		105.7%		12,261		11,149		98.1%		90.9%		13,520		13,184		97.5%		13,425		12,945		98.2%		96.4%		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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		台		13,024		12,912		99.1%		13,425		13,479		104.4%		100.4%		12,557		11,734		93.4%		13,425		12,088		103.0%		90.0%		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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		台		49,853		49,198		98.7%		52,536		49,661		100.9%		94.5%		49,853		49,198		98.7%		52,536		49,661		100.9%		94.5%		52,560		105.8%

		324		325		326		327		330				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		台		501,523		500,621		497,281		516,884		494,715		589,864		643,989		705,460		689,753		733,844		843,841		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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		台		175,142		185,292		105.8%		197,350		222,494		120.1%		112.7%		165,577		177,214		107.0%		186,631		200,551		113.2%		107.5%		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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		台		166,520		173,919		104.4%		186,628		203,398		116.9%		109.0%		182,514		197,419		108.2%		193,502		217,398		110.1%		112.3%		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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		台		689,753		733,844		106.4%		764,111		843,841		115.0%		110.4%		689,753		733,844		106.4%		764,111		843,841		115.0%		110.4%		885,922		105.0%
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		407		408		409		410		413				中古PC チュウコ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		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		107,620		188,769		211,996		339,107		392,804		中古PC チュウコ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		台		55,499		66,493		119.8%		76,500		68,517		103.0%		89.6%		53,415		75,911		142.1%		75,400		98,431		129.7%		130.5%		中古PC チュウコ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		台		48,899		97,260		198.9%		83,000		103,177		106.1%		124.3%		54,183		99,443		183.5%		75,000		122,679		123.4%		163.6%		中古PC チュウコ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		台		211,996		339,107		160.0%		309,900		392,804		115.8%		126.8%		211,996		339,107		160.0%		309,900		392,804		115.8%		126.8%		366,360		93.3%

		414		415		416		417		420				中古PC チュウコ				中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		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		45,587		115,842		137,181		148,493		213,182		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		35,614		38,943		109.3%		38,860		40,736		104.6%		104.8%		35,186		33,660		95.7%		38,590		44,435		132.0%		115.1%		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		32,965		38,719		117.5%		41,870		52,466		135.5%		125.3%		33,416		37,171		111.2%		36,140		75,545		203.2%		209.0%		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		台		137,181		148,493		108.2%		155,460		213,182		143.6%		137.1%		137,181		148,493		108.2%		155,460		213,182		143.6%		137.1%		178,295		83.6%

		421		422		423		424		427				中古PC チュウコ				中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		％		80.9%		61.6%		18.6%		10.5%		16.7%		37.2%		42.4%		61.4%		64.7%		43.8%		54.3%		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		％		64.2%		58.6%		▲5.6pt		50.8%		59.5%		0.9pt		8.7pt		65.9%		44.3%		▲21.5pt		51.2%		45.1%		0.8pt		▲6.0pt		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		％		67.4%		39.8%		▲27.6pt		50.4%		50.9%		11.0pt		0.4pt		61.7%		37.4%		▲24.3pt		48.2%		61.6%		24.2pt		13.4pt		中古PC チュウコ				中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		％		64.7%		43.8%		▲20.9pt		50.2%		54.3%		10.5pt		4.1pt		64.7%		43.8%		▲20.9pt		50.2%		54.3%		10.5pt		▲4.1pt		48.7%		▲5.6pt

		365		366		367		368		371				中古PC チュウコ				リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO		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		121,976		145,916		155,417		180,076		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO		台		39,919		38,054		95.3%		43,500		41,608		109.3%		95.7%		37,153		37,243		100.2%		42,400		38,866		104.4%		91.7%		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO		台		32,672		44,671		136.7%		50,000		53,229		119.2%		106.5%		36,172		35,449		98.0%		42,000		46,373		130.8%		110.4%		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO		台		145,916		155,417		106.5%		177,900		180,076		115.9%		101.2%		145,916		155,417		106.5%		177,900		180,076		115.9%		101.2%		184,240		102.3%

		372		373		374		375		378				中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		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		26,123		38,702		111,174		131,117		126,727		147,189		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		台		34,512		32,257		93.5%		34,900		35,352		109.6%		101.3%		33,859		32,305		95.4%		34,630		34,143		105.7%		98.6%		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		台		30,939		34,847		112.6%		37,910		39,830		114.3%		105.1%		31,807		27,318		85.9%		32,180		37,864		138.6%		117.7%		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		台		131,117		126,727		96.7%		139,620		147,189		116.1%		105.4%		131,117		126,727		96.7%		139,620		147,189		116.1%		105.4%		147,925		100.5%

		379		380		381		382		385				中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		％		80.9%		61.6%		42.9%		53.2%		59.4%		64.0%		80.1%		91.1%		89.9%		81.5%		81.7%		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		％		86.5%		84.8%		▲1.7pt		80.2%		85.0%		0.2pt		4.7pt		91.1%		86.7%		▲4.4pt		81.7%		87.8%		1.1pt		6.2pt		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		％		94.7%		78.0%		▲16.7pt		75.8%		74.8%		▲3.2pt		▲1.0pt		87.9%		77.1%		▲10.9pt		76.6%		81.7%		4.6pt		5.0pt		中古PC チュウコ				リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		％		89.9%		81.5%		▲8.3pt		78.5%		81.7%		0.2pt		3.3pt		89.9%		81.5%		▲8.3pt		78.5%		81.7%		0.2pt		▲3.3pt		80.3%		▲1.4pt

		386		387		388		389		392				中古PC チュウコ				セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		台		-		-		124,526		413,956		139,639		83,822		59,281		66,793		66,080		183,690		212,728		中古PC チュウコ				セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		台		15,580		28,439		182.5%		33,000		26,909		94.6%		81.5%		16,262		38,668		237.8%		33,000		59,565		154.0%		180.5%		中古PC チュウコ				セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		台		16,227		52,589		324.1%		33,000		49,948		95.0%		151.4%		18,011		63,994		355.3%		33,000		76,306		119.2%		231.2%		中古PC チュウコ				セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		台		66,080		183,690		278.0%		132,000		212,728		115.8%		161.2%		66,080		183,690		278.0%		132,000		212,728		115.8%		161.2%		182,120		85.6%

		393		394		395		396		399				中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		台		-		-		14,283		27,660		8,353		20,216		6,885		4,668		6,064		21,766		65,993		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		台		1,102		6,686		606.7%		3,960		5,384		80.5%		136.0%		1,327		1,355		102.1%		3,960		10,292		759.6%		259.9%		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		台		2,026		3,872		191.1%		3,960		12,636		326.3%		319.1%		1,609		9,853		612.4%		3,960		37,681		382.4%		951.5%		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		台		6,064		21,766		358.9%		15,840		65,993		303.2%		416.6%		6,064		21,766		358.9%		15,840		65,993		303.2%		416.6%		30,370		46.0%

		400		401		402		403		406				中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		％		-		-		11.5%		6.7%		6.0%		24.1%		11.6%		7.0%		9.2%		11.8%		31.0%		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		％		7.1%		23.5%		16.4pt		12.0%		20.0%		▲3.5pt		8.0pt		8.2%		3.5%		▲4.7pt		12.0%		17.3%		13.8pt		5.3pt		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		％		12.5%		7.4%		▲5.1pt		12.0%		25.3%		17.9pt		13.3pt		8.9%		15.4%		6.5pt		12.0%		49.4%		34.0pt		37.4pt		中古PC チュウコ				セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		％		9.2%		11.8%		2.7pt		12.0%		31.0%		19.2pt		19.0pt		9.2%		11.8%		2.7pt		12.0%		31.0%		19.2pt		▲19.0pt		16.7%		▲14.3pt

				428				429						中古PC チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		370		493		623		1,162		1,039		1,113		1,399		中古PC チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		251		-		-		379		151.0%		-		-		233		-		-		392		168.2%		-		中古PC チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		295		-		-		294		99.7%		-		-		332		-		-		333		100.3%		-		中古PC チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		1,039		1,113		107.1%		-		1,399		125.7%		-		-		1,113		-		-		1,399		125.7%		-		-		-

		431		432		433		434		437				中古PC チュウコ				会員数 カイインスウ		会員		69		92		116		129		123		190		210		263		224		239		286		中古PC チュウコ				会員数 カイインスウ		会員		252		230		91.3%		256		267		116.1%		104.3%		242		231		95.5%		262		279		120.8%		106.5%		中古PC チュウコ				会員数 カイインスウ		会員		243		247		101.6%		268		294		119.0%		109.7%		224		239		106.7%		265		286		119.7%		107.9%		中古PC チュウコ				会員数 カイインスウ		会員		224		239		106.7%		265		286		119.7%		107.9%		224		239		106.7%		265		286		119.7%		107.9%		324		113.3%

		445		446		447		448		451				中古スマートフォン チュウコ		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		台		-		-		-		-		-		-		242,064		712,686		1,101,239		1,642,571		1,494,013		中古スマートフォン チュウコ		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		台		236,372		585,683		247.8%		405,000		401,123		68.5%		99.0%		214,925		316,661		147.3%		335,000		380,706		120.2%		113.6%		中古スマートフォン チュウコ		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		台		230,640		240,743		104.4%		320,000		314,885		130.8%		98.4%		419,302		499,484		119.1%		740,000		397,299		79.5%		53.7%		中古スマートフォン チュウコ		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		台		1,101,239		1,642,571		149.2%		1,800,000		1,494,013		91.0%		83.0%		1,101,239		1,642,571		149.2%		1,800,000		1,494,013		91.0%		83.0%		1,850,000		123.8%

		452		453		454		455		458				中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		-		-		-		-		1,416		14,346		17,941		21,780		25,267		中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		4,290		6,673		155.5%		4,455		6,222		93.2%		139.7%		3,206		3,381		105.5%		3,685		6,928		204.9%		188.0%		中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		3,970		2,941		74.1%		3,872		5,734		195.0%		148.1%		6,473		8,784		135.7%		8,954		6,381		72.6%		71.3%		中古スマートフォン チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		17,941		21,780		121.4%		20,966		25,267		116.0%		120.5%		17,941		21,780		121.4%		20,966		25,267		116.0%		120.5%		-		-

				459				460						中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		社		-		-		-		-		-		-		5		25		64		118		169		中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		社		-		53		-		-		132		249.1%		-		-		74		-		-		145		195.9%		-		中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		社		-		91		-		-		157		172.5%		-		-		118		-		-		169		143.2%		-		中古スマートフォン チュウコ				バイヤー数 スウ		社		64		118		184.4%		-		169		143.2%		-		64		118		184.4%		-		169		143.2%		-				-

		479		480		481		482		485				デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		台		-		-		-		-		-		-		287,651		828,528		1,238,420		1,791,064		1,707,195		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		台		271,986		624,626		229.7%		443,860		441,859		70.7%		99.5%		250,111		350,321		140.1%		373,590		425,141		121.4%		113.8%		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		台		263,605		279,462		106.0%		361,870		367,351		131.4%		101.5%		452,718		536,655		118.5%		776,140		472,844		88.1%		60.9%		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		台		1,238,420		1,791,064		144.6%		1,955,460		1,707,195		95.3%		87.3%		1,238,420		1,791,064		144.6%		1,955,460		1,707,195		95.3%		87.3%		2,028,295		118.8%

		486		487		488		489		492				デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		取扱高合計 トリアツカイ タカ ゴウケイ		百万円		-		-		-		-		370		493		2,039		15,508		18,980		22,893		26,666		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		取扱高合計 トリアツカイ タカ ゴウケイ		百万円		-		6,924		-		-		6,601		95.3%		-		-		3,615		-		-		7,321		202.5%		-		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		取扱高合計 トリアツカイ タカ ゴウケイ		百万円		-		3,236		-		-		6,028		186.3%		-		-		9,117		-		-		6,714		73.6%		-		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		取扱高合計 トリアツカイ タカ ゴウケイ		百万円		18,980		22,893		120.6%		-		26,666		116.5%		-		-		22,893		-		-		26,666		116.5%		-		-

m-shirata: 予算は作成していないため非表示		-

				493				494						デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		69		92		116		129		123		190		215		288		288		357		455		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		283		-		-		399		141.0%		-		-		305		-		-		424		139.0%		-		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		338		-		-		451		133.4%		-		-		357		-		-		455		127.5%		-		デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ		デジタルプロダクツ事業合計		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		288		357		124.0%		-		455		127.5%		-		288		357		124.0%		-		455		127.5%		-		-

m-shirata: 中古スマートフォンのバイヤー数は予算作成していないため非表示		-
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																中古バイク チュウコ																														中古バイク チュウコ																																				中古バイク チュウコ																																				中古バイク チュウコ

		502		503		504		505		508				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		91,982		100,113		103,898		84,620		78,728		65,623		66,877		70,048		63,568		63,324		63,912		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		13,296		14,437		108.6%		15,800		14,173		98.2%		89.7%		17,020		16,974		99.7%		17,300		16,292		96.0%		94.2%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		16,651		16,670		100.1%		17,300		17,386		104.3%		100.5%		16,601		15,243		91.8%		17,300		16,061		105.4%		92.8%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		台		63,568		63,324		99.6%		67,700		63,912		100.9%		94.4%		63,568		63,324		99.6%		67,700		63,912		100.9%		94.4%		65,700		102.8%

		509		510		511		512		515				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		85,601		93,573		96,515		78,019		72,478		62,622		63,240		65,328		59,532		59,321		60,506		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		12,450		13,609		109.3%		14,694		13,396		98.4%		91.2%		16,048		15,990		99.6%		16,089		15,303		95.7%		95.1%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		15,502		15,465		99.8%		16,089		16,465		106.5%		102.3%		15,532		14,257		91.8%		16,089		15,342		107.6%		95.4%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		台		59,532		59,321		99.6%		62,961		60,506		102.0%		96.1%		59,532		59,321		99.6%		62,961		60,506		102.0%		96.1%		61,758		102.1%

		516		517		518		519		522				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約台数 セイヤク ダイスウ		台		62,300		65,898		59,651		49,642		46,043		37,740		37,520		35,320		31,949		29,733		29,083		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約台数 セイヤク ダイスウ		台		7,508		7,523		100.2%		7,575		6,864		91.2%		90.6%		9,077		8,274		91.2%		8,660		8,104		97.9%		93.6%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約台数 セイヤク ダイスウ		台		7,966		7,426		93.2%		8,452		7,628		102.7%		90.3%		7,398		6,510		88.0%		8,489		6,487		99.6%		76.4%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約台数 セイヤク ダイスウ		台		31,949		29,733		93.1%		33,176		29,083		97.8%		87.7%		31,949		29,733		93.1%		33,176		29,083		97.8%		87.7%		32,288		111.0%

		523		524		525		526		529				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約率 セイヤク リツ		％		72.8%		70.4%		61.8%		63.6%		63.5%		60.3%		59.3%		54.1%		53.7%		50.1%		48.1%		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約率 セイヤク リツ		％		60.3%		55.3%		▲5.0pt		51.6%		51.2%		▲4.0pt		▲0.3pt		56.6%		51.7%		▲4.8pt		53.8%		53.0%		1.2pt		▲0.9pt		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約率 セイヤク リツ		％		51.4%		48.0%		▲3.4pt		52.5%		46.3%		▲1.7pt		▲6.2pt		47.6%		45.7%		▲2.0pt		52.8%		42.3%		▲3.4pt		▲10.5pt		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		成約率 セイヤク リツ		％		53.7%		50.1%		▲3.5pt		52.7%		48.1%		▲2.1pt		▲4.6pt		53.7%		50.1%		▲3.5pt		52.7%		48.1%		▲2.1pt		▲4.6pt		52.3%		4.2pt

				530		531		532		535				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		プレミアム会員 カイイン		会員		-		-		-		-		1,044		961		909		870		842		794		755		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		プレミアム会員 カイイン		会員		-		824		-		-		778		94.4%		-		-		817		-		-		765		93.6%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		プレミアム会員 カイイン		会員		-		805		-		-		755		93.8%		-		-		794		-		-		755		95.1%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		プレミアム会員 カイイン		会員		842		794		94.3%		-		755		95.1%		-		842		794		94.3%		-		755		95.1%		-		-		-

				536		537		538		541				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		レギュラー会員 カイイン		会員		-		-		-		-		773		689		636		583		552		522		476		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		レギュラー会員 カイイン		会員		-		540		-		-		508		94.1%		-		-		532		-		-		495		93.0%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		レギュラー会員 カイイン		会員		-		528		-		-		484		91.7%		-		-		522		-		-		476		91.2%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		レギュラー会員 カイイン		会員		552		522		94.6%		-		476		91.2%		-		552		522		94.6%		-		476		91.2%		-		-		-

				542		543		544		547				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		トライ会員 カイイン		会員		-		-		-		-		302		317		334		354		356		332		347		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		トライ会員 カイイン		会員		-		351		-		-		333		94.9%		-		-		347		-		-		339		97.7%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		トライ会員 カイイン		会員		-		338		-		-		342		101.2%		-		-		332		-		-		347		104.5%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		トライ会員 カイイン		会員		356		332		93.3%		-		347		104.5%		-		356		332		93.3%		-		347		104.5%		-		-		-

				548		549		550		553				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		スタート会員 カイイン		会員		-		-		-		-		416		559		630		734		837		913		1,035		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		スタート会員 カイイン		会員		-		852		-		-		925		108.6%		-		-		873		-		-		973		111.5%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		スタート会員 カイイン		会員		-		889		-		-		1,007		113.3%		-		-		913		-		-		1,035		113.4%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		スタート会員 カイイン		会員		837		913		109.1%		-		1,035		113.4%		-		837		913		109.1%		-		1,035		113.4%		-		-		-

				554		555		556		559				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		準会員 ジュンカイイン		会員		-		-		-		-		1,466		1,527		1,625		1,768		1,730		1,810		1,919		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		準会員 ジュンカイイン		会員		-		1,743		-		-		1,833		105.2%		-		-		1,758		-		-		1,866		106.1%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		準会員 ジュンカイイン		会員		-		1,774		-		-		1,912		107.8%		-		-		1,810		-		-		1,919		106.0%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		準会員 ジュンカイイン		会員		1,730		1,810		104.6%		-		1,919		106.0%		-		1,730		1,810		104.6%		-		1,919		106.0%		-		-		-

				560		561		562		565				中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		2,298		2,352		2,567		2,736		4,001		4,053		4,134		3,439		4,317		4,371		4,532		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		4,310		-		-		4,377		101.6%		-		-		4,327		-		-		4,438		102.6%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		4,334		-		-		4,500		103.8%		-		-		4,371		-		-		4,532		103.7%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		4,317		4,371		101.3%		-		4,532		103.7%		-		4,317		4,371		101.3%		-		4,532		103.7%		-		-

m-shirata: 予算は作成していないため非表示		-

				566				567						中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		17,660		18,382		14,651		12,925		11,039		8,956		9,812		9,564		8,861		7,899		7,695		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		2,017		-		-		1,789		88.7%		-		-		2,208		-		-		2,140		96.9%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		2,045		-		-		2,129		104.1%		-		-		1,626		-		-		1,635		100.6%		-		中古バイク チュウコ		中古バイク チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		8,861		7,899		89.1%		-		7,695		97.4%		-		-		7,899		-		-		7,695		97.4%		-		-

m-shirata: 予算は作成していないため非表示		-

														花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ																												花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ																																		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ																																		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ

		569		570		571		572		575				花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		会員		837		918		957		979		971		974		994		935		957		1,099		1,081		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		会員		937		951		101.5%		1,086		1,101		115.8%		101.4%		948		985		103.9%		1,078		1,096		111.3%		101.7%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		会員		949		997		105.1%		1,096		1,096		109.9%		100.0%		957		1,099		114.8%		1,109		1,081		98.4%		97.5%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		会員		957		1,099		114.8%		1,109		1,081		98.4%		97.5%		957		1,099		114.8%		1,109		1,081		98.4%		97.5%		1,123		103.9%

		576		577		578		579		582				花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		会員		1,595		1,560		2,012		2,176		2,359		2,468		2,637		2,754		2,831		2,923		3,033		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		会員		2,775		2,853		102.8%		2,943		2,943		103.2%		100.0%		2,797		2,884		103.1%		2,973		3,000		104.0%		100.9%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		会員		2,817		2,905		103.1%		2,995		3,016		103.8%		100.7%		2,831		2,923		103.2%		3,018		3,033		103.8%		100.5%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		会員		2,831		2,923		103.2%		3,018		3,033		103.8%		100.5%		2,831		2,923		103.2%		3,018		3,033		103.8%		100.5%		3,140		103.5%

		583		584		585		586		589				花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		2,432		2,478		2,969		3,155		3,330		3,442		3,631		3,689		3,788		4,022		4,114		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		3,712		3,804		102.5%		4,029		4,044		106.3%		100.4%		3,745		3,869		103.3%		4,051		4,096		105.9%		101.1%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		3,766		3,902		103.6%		4,091		4,112		105.4%		100.5%		3,788		4,022		106.2%		4,127		4,114		102.3%		99.7%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		3,788		4,022		106.2%		4,127		4,114		102.3%		99.7%		3,788		4,022		106.2%		4,127		4,114		102.3%		99.7%		4,127		100.3%

		590		591		592		593		596				花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		5,330		5,681		6,245		7,014		6,230		6,890		6,900		6,689		6,735		6,884		6,491		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		1,834		1,782		97.2%		1,910		1,653		92.8%		86.5%		1,502		1,484		98.8%		1,554		1,342		90.4%		86.4%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		1,785		1,736		97.3%		1,798		1,716		98.8%		95.4%		1,612		1,880		116.6%		1,764		1,779		94.6%		100.9%		花き（切花・鉢物） カ		花き（切花・鉢物） カ		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		6,735		6,884		102.2%		7,028		6,491		94.3%		92.4%		6,735		6,884		102.2%		7,028		6,491		94.3%		92.4%		6,789		104.6%				6,789,870,000

														ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン																												ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン																																		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン																																		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン

		597		598		599		600		603				ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		出品点数 シュッピン テンスウ		品		-		-		52,320		110,559		149,894		165,600		201,853		249,797		324,623		341,482		374,089		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		出品点数 シュッピン テンスウ		品		78,566		84,207		107.2%		94,000		82,153		97.6%		87.4%		82,526		87,217		105.7%		94,000		95,234		109.2%		101.3%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		出品点数 シュッピン テンスウ		品		77,208		81,898		106.1%		92,000		95,646		116.8%		104.0%		86,323		88,160		102.1%		96,000		101,056		114.6%		105.3%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		出品点数 シュッピン テンスウ		品		324,623		341,482		105.2%		376,000		374,089		109.5%		99.5%		324,623		341,482		105.2%		376,000		374,089		109.5%		99.5%		400,000		106.9%

		604		605		606		607		610				ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約点数 セイヤク テンスウ		品		-		-		37,722		77,424		115,905		129,771		161,286		192,323		246,487		260,007		287,668		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約点数 セイヤク テンスウ		品		59,569		65,309		109.6%		72,380		66,224		101.4%		91.5%		62,820		67,747		107.8%		72,380		74,082		109.4%		102.4%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約点数 セイヤク テンスウ		品		58,227		60,037		103.1%		70,840		72,004		119.9%		101.6%		65,871		66,914		101.6%		73,920		75,358		112.6%		101.9%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約点数 セイヤク テンスウ		品		246,487		260,007		105.5%		289,520		287,668		110.6%		99.4%		246,487		260,007		105.5%		289,520		287,668		110.6%		99.4%		312,000		108.5%

		611		612		613		614		617				ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約率 セイヤク リツ		％		-		-		72.1%		70.0%		77.3%		78.4%		79.9%		77.0%		75.9%		76.1%		76.9%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約率 セイヤク リツ		％		75.8%		77.6%		1.7pt		77.0%		80.6%		3.1pt		3.6pt		76.1%		77.7%		1.6pt		77.0%		77.8%		0.1pt		0.8pt		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約率 セイヤク リツ		％		75.4%		73.3%		▲2.1pt		77.0%		75.3%		2.0pt		▲1.7pt		76.3%		75.9%		▲0.4pt		77.0%		74.6%		▲1.3pt		▲2.4pt		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		成約率 セイヤク リツ		％		75.9%		76.1%		0.2pt		77.0%		76.9%		0.8pt		▲0.1pt		75.9%		76.1%		0.2pt		77.0%		76.9%		0.8pt		▲0.1pt		78.0%		1.1pt

		625		626		627		628		631				ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		-		269		512		689		856		983		1,151		1,326		1,436		1,545		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		1,192		1,356		113.8%		1,479		1,507		111.1%		101.9%		1,256		1,383		110.1%		1,526		1,530		110.6%		100.3%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		1,301		1,418		109.0%		1,659		1,544		108.9%		93.1%		1,326		1,436		108.3%		1,706		1,545		107.6%		90.6%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		1,326		1,436		108.3%		1,706		1,545		107.6%		90.6%		1,326		1,436		108.3%		1,706		1,545		107.6%		90.6%		1,662		107.6%

		618		619		620		621		624				ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		-		-		1,364		3,055		4,323		5,354		7,210		8,104		8,499		7,871		8,924		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		2,156		2,087		96.8%		2,084		2,050		98.2%		98.4%		2,272		2,032		89.4%		2,086		2,250		110.7%		107.9%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		1,937		1,758		90.8%		2,042		2,188		124.5%		107.1%		2,131		1,993		93.5%		2,130		2,435		122.2%		114.3%		ブランド品 ヒン		ブランド品 ヒン		取扱高 トリアツカイ ダカ		百万円		8,499		7,871		92.6%		8,344		8,924		113.4%		107.0%		8,499		7,871		92.6%		8,344		8,924		113.4%		107.0%		9,670		108.4%				9,670,644,000

														全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		18,414		18,511		28,728		24,934		23,472		24,064		24,816		24,467		25,897		24,578		25,093		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		26,005		-		-		24,662		94.8%		-		-		24,290		-		-		24,940		102.7%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		-		24,411		-		-		25,061		102.7%		-		-		24,578		-		-		25,093		102.1%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		会員		25,897		24,578		94.9%		-		25,093		102.1%		-		25,897		24,578		94.9%		-		25,093		102.1%		-		-		-

		632		633		634		635		638				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		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		百万円		142,578		103,785		83,204		77,757		59,974		57,017		63,644		61,829		367,822		345,261		370,369		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		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		百万円		-		92,716		-		-		97,439		105.1%		-		-		80,471		-		-		90,462		112.4%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		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		百万円		-		82,358		-		-		92,270		112.0%		-		-		89,715		-		-		90,196		100.5%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		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		百万円		367,822		345,261		93.9%		-		370,369		107.3%		-		-

m-shirata: 四半期で実績とっていない事業部有り。前期比異常		345,261		-		-		370,369		107.3%		-		-		-

														全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数 
※四輪延べ会員数(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) カイインスウ ヨンリン ノ カイイン スウ シリョウ カイジ ズ		会員		28,149		28,238		27,006		27,725		29,009		29,681		30,594		30,724		31,686		32,329		32,769		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数 
※四輪延べ会員数(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) カイインスウ ヨンリン ノ カイイン スウ シリョウ カイジ ズ		会員		-		31,756		-		-		32,471		102.3%		-		-		31,926		-		-		32,846		102.9%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数 
※四輪延べ会員数(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) カイインスウ ヨンリン ノ カイイン スウ シリョウ カイジ ズ		会員		-		32,112		-		-		32,788		102.1%		-		-		32,329		-		-		32,769		101.4%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		会員数 
※四輪延べ会員数(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) カイインスウ ヨンリン ノ カイイン スウ シリョウ カイジ ズ		会員		31,686		32,329		102.0%		-		32,769		101.4%		-		31,686		32,329		102.0%		-		32,769		101.4%		-		-		-

		639		640		641		642		645				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) トリアツカイ ダカ イチゲキ ヒャク レツ ノゾ シリョウ カイジ ズ		百万円		142,578		103,785		83,204		77,757		59,974		57,017		63,644		61,829		366,196		343,783		369,159		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) トリアツカイ ダカ イチゲキ ヒャク レツ ノゾ シリョウ カイジ ズ		百万円		-		92,426		-		-		97,111		105.1%		-		-		80,074		-		-		90,176		112.6%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) トリアツカイ ダカ イチゲキ ヒャク レツ ノゾ シリョウ カイジ ズ		百万円		-		81,952		-		-		91,948		112.2%		-		-		89,329		-		-		89,922		100.7%		-		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済) トリアツカイ ダカ イチゲキ ヒャク レツ ノゾ シリョウ カイジ ズ		百万円		366,196		343,783		93.9%		-		369,159		107.4%		-		-

m-shirata: 四半期で実績とっていない事業部有り。前期比異常		

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO																																																																																																								

m-shirata: 予算は作成していないため非表示		

m-shirata: 中古スマートフォンのバイヤー数は予算作成していないため非表示		

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO		

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO																																																																		

m-shirata: PCリアル+ORIX BPO																																																																				

m-shirata: 予算は作成していないため非表示		

m-shirata: 実績は参加会員だが予算は有償会員		

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: 予算は作成していないため非表示		343,783		-		-		369,159		107.4%		-		-		-





















																																		2,896		2,366		2,366

																																		759		758		755

																																		493		488		484

																																		341		340		342

																																		989		993		1007

																																		1896		1898		1912

																																		800037000		660941000		668264000



（四輪はTVAA出品検査・CS・受託含む）

※正会員のみ

※正会員以外

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※一撃・百烈除く

※一撃・百烈含む

（四輪はTVAA出品検査・CS・受託含む）

※正会員のみ

※正会員以外

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※一撃・百烈除く

※一撃・百烈含む

（四輪はTVAA出品検査・CS・受託含む）

※正会員のみ

※正会員以外

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※一撃・百烈除く

※一撃・百烈含む

（四輪はTVAA出品検査・CS・受託含む）

※正会員のみ

※正会員以外

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※一撃・百烈除く

※一撃・百烈含む

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ正会員+ﾗｲﾌﾞ提携会員数+単独有償会員

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ正会員+ﾗｲﾌﾞ提携会員数+単独有償会員

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ正会員+ﾗｲﾌﾞ提携会員数+単独有償会員

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ正会員+ﾗｲﾌﾞ提携会員数+単独有償会員

※中古pc成約台数+中古スマートフォン
　出品・落札台数

※中古pc成約台数+中古スマートフォン
　出品・落札台数

※中古pc成約台数+中古スマートフォン出品・落札台数

※中古pc成約台数+中古スマートフォン
　出品・落札台数

※参加会員ACMH

※TNS・JU・JAAWEB

※TNS・Ju・JAAWEB

※TNS・JU・JAAWEB

※TNS・JU・JAAWEB



KPI_詳細

						セグメント別KPI詳細(月別) ベツ ショウサイ ツキベツ

						2015/12期～2017/12期 キ キ

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ																																																						※見通しは該当年度の実績+予算 ミトオ ガイトウ ネンド ジッセキ ヨサン

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ

						セグメント		項目 コウモク				No		単位 タンイ		年度 ネンド		予算/実績 ヨサン ジッセキ																														12

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		1.0		2.0		3.0		4.0		12月まで累計		12月まで実積

		 																		1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		上期合計 カミキ ゴウケイ		７月 ガツ		８月		９月		１０月		１１月		１２月		下期合計 シモキ ゴウケイ		通期合計 ツウキ ゴウケイ										実績 ジッセキ		通期見通し ツウキ ミトオ

		四輪事業_TVAA総出品台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		3		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		5,480		6,005		8,399		6,284		4,469		8,896		39,533		4,456		4,399		5,899		5,125		7,113		3,652		30,644		70,177		19,884		19,649		14,754		15,890		70,177		70,177

		四輪事業_TVAA総出品台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		4		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,883		6,085		5,458		4,927		4,436		5,200		29,989		3,961		4,012		5,145		5,665		5,187		3,689		27,659		57,648		15,426		14,563		13,118		14,541		57,648		57,648

		四輪事業_TVAA総出品台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		5		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		4,856		5,345		6,028		5,520		4,763		5,487		31,999		5,003		3,563		5,517		6,048		5,249		3,340		28,720		60,719		16,229		15,770		14,083		14,637		60,719		60,719

		四輪事業_TVAA総出品台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		6		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,477		4,623		5,335		4,640		4,487		5,500		29,062		5,307		3,630		5,362		5,396		5,671		4,128		29,494		58,556		14,435		14,627		14,299		15,195		58,556		58,556

		四輪事業_TVAA総出品台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		7		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		92.2%		86.5%		88.5%		84.1%		94.2%		100.2%		90.8%		106.1%		101.9%		97.2%		89.2%		108.0%		123.6%		102.7%		96.4%		88.9%		92.8%		101.5%		103.8%		96.4%		96.4%

		四輪事業_TVAA総出品台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		8		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		115.3%		76.0%		97.7%		94.2%		101.1%		105.8%		96.9%		134.0%		90.5%		104.2%		95.3%		109.3%		111.9%		106.6%		101.6%		93.6%		100.4%		109.0%		104.5%		101.6%		101.6%

		四輪事業_TVAA総出品台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		9		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		5,098		5,098		5,098		6,260		3,936		5,098		30,588		6,260		3,936		5,098		6,260		5,098		4,648		31,300		61,888		15,294		15,294		15,294		16,006		61,888		61,888

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		10		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		11		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,385		3,717		3,015		2,589		2,407		3,150		17,263		2,242		2,209		2,922		3,192		2,799		1,589		14,953		32,216		9,117		8,146		7,373		7,580		32,216		32,216

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		12		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		13		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,757		3,021		3,281		2,847		2,940		3,772		18,618		3,136		2,183		3,328		3,232		3,576		2,241		17,696		36,314		9,059		9,559		8,647		9,049		36,314		36,314

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		14		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		15		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		115.6%		81.3%		108.8%		110.0%		122.1%		119.7%		107.8%		139.9%		98.8%		113.9%		101.3%		127.8%		141.0%		118.3%		112.7%		99.4%		117.3%		117.3%		119.4%		112.7%		112.7%

		四輪事業_（内VALUE総出品台数）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE総出品台数） ウチ ソウ シュッピン ダイスウ		16		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_TVAA出品取消台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		17		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		367		337		504		349		238		462		2,257		256		268		333		286		347		227		1,717		3,974		1,208		1,049		857		860		3,974		3,974

		四輪事業_TVAA出品取消台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		18		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		227		333		324		309		283		402		1,878		199		263		436		422		401		249		1,970		3,848		884		994		898		1,072		3,848		3,848

		四輪事業_TVAA出品取消台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		19		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		324		329		401		361		310		358		2,083		298		212		334		368		316		224		1,752		3,835		1,054		1,029		844		908		3,835		3,835

		四輪事業_TVAA出品取消台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		20		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		237		360		379		250		236		333		1,795		324		230		385		418		322		290		1,969		3,764		976		819		939		1,030		3,764		3,764

		四輪事業_TVAA出品取消台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		21		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		73.1%		109.4%		94.5%		69.3%		76.1%		93.0%		86.2%		108.7%		108.5%		115.3%		113.6%		101.9%		129.5%		112.4%		98.1%		92.6%		79.6%		111.3%		113.4%		98.1%		98.1%

		四輪事業_TVAA出品取消台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		22		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		104.4%		108.1%		117.0%		80.9%		83.4%		82.8%		95.6%		162.8%		87.5%		88.3%		99.1%		80.3%		116.5%		99.9%		97.8%		110.4%		82.4%		104.6%		96.1%		97.8%		97.8%

		四輪事業_TVAA出品取消台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA出品取消台数 シュッピン トリケ ダイスウ		23		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		311		311		311		388		233		311		1,865		388		233		311		388		311		311		1,942		3,807		933		932		932		1,010		3,807		3,807

		四輪事業_TVAA純出品台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		24		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		5,113		5,668		7,895		5,935		4,231		8,434		37,276		4,200		4,131		5,566		4,839		6,766		3,425		28,927		66,203		18,676		18,600		13,897		15,030		66,203		66,203

		四輪事業_TVAA純出品台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		25		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,656		5,752		5,134		4,618		4,153		4,798		28,111		3,762		3,749		4,709		5,243		4,786		3,440		25,689		53,800		14,542		13,569		12,220		13,469		53,800		53,800

		四輪事業_TVAA純出品台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		26		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		4,532		5,016		5,627		5,159		4,453		5,129		29,916		4,705		3,351		5,183		5,680		4,933		3,116		26,968		56,884		15,175		14,741		13,239		13,729		56,884		56,884

		四輪事業_TVAA純出品台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		27		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,240		4,263		4,956		4,390		4,251		5,167		27,267		4,983		3,400		4,977		4,978		5,349		3,838		27,525		54,792		13,459		13,808		13,360		14,165		54,792		54,792

		四輪事業_TVAA純出品台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		28		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		93.6%		85.0%		88.1%		85.1%		95.5%		100.7%		91.1%		105.9%		101.5%		96.0%		87.6%		108.4%		123.2%		102.1%		96.3%		88.7%		93.7%		100.9%		103.2%		96.3%		96.3%

		四輪事業_TVAA純出品台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		29		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		116.0%		74.1%		96.5%		95.1%		102.4%		107.7%		97.0%		132.5%		90.7%		105.7%		94.9%		111.8%		111.6%		107.1%		101.8%		92.6%		101.8%		109.3%		105.2%		101.8%		101.8%

		四輪事業_TVAA純出品台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		TVAA純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		30		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		4,787		4,787		4,787		5,872		3,703		4,787		28,723		5,872		3,703		4,787		5,872		4,787		4,337		29,358		58,081		14,361		14,362		14,362		14,996		58,081		58,081

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		31		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		32		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,281		3,549		2,898		2,458		2,297		2,961		16,444		2,242		2,209		2,922		3,192		2,799		1,589		14,953		31,397		8,728		7,716		7,373		7,580		31,397		31,397

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		33		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		34		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,641		2,819		3,071		2,730		2,802		3,564		17,627		3,002		2,069		3,166		3,097		3,406		2,149		16,889		34,516		8,531		9,096		8,237		8,652		34,516		34,516

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		35		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		36		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		115.8%		79.4%		106.0%		111.1%		122.0%		120.4%		107.2%		133.9%		93.7%		108.4%		97.0%		121.7%		135.3%		112.9%		109.9%		97.7%		117.9%		111.7%		114.1%		109.9%		109.9%

		四輪事業_（内VALUE純出品台数）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		（内VALUE純出品台数） ウチ ジュン シュッピン ダイスウ		37		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_百烈商談出品台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		38		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-

		四輪事業_百烈商談出品台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		39		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		15		0		73		61		102		139		390		179		114		198		173		126		70		860		1,250		88		302		491		369		1,250		1,250

		四輪事業_百烈商談出品台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		40		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_百烈商談総出品台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談総出品台数 ヒャク レツ ショウダン ソウ シュッピン ダイスウ		41		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		66		51		103		135		21		18		394		18		0		57		16		12		0		103		497		220		174		75		28		497		497

		四輪事業_百烈商談出品台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		42		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_百烈商談出品台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		43		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		440.0%		-		141.1%		221.3%		20.6%		12.9%		101.0%		10.1%		-		28.8%		9.2%		9.5%		-		12.0%		39.8%		250.0%		57.6%		15.3%		7.6%		39.8%		39.8%

		四輪事業_百烈商談出品台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談出品台数 ヒャク レツ ショウダン シュッピン ダイスウ		44		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_百烈商談純出品台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		45		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-

		四輪事業_百烈商談純出品台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		46		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		15		0		73		59		95		125		367		166		108		177		149		118		64		782		1,149		88		279		451		331		1,149		1,149

		四輪事業_百烈商談純出品台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		47		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_百烈商談純出品台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		48		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		59		41		98		131		20		14		363		18		0		54		16		12		0		100		463		198		165		72		28		463		463

		四輪事業_百烈商談純出品台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		49		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_百烈商談純出品台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		50		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		393.3%		-		134.2%		222.0%		21.1%		11.2%		98.9%		10.8%		-		30.5%		10.7%		10.2%		-		12.8%		40.3%		225.0%		59.1%		16.0%		8.5%		40.3%		40.3%

		四輪事業_百烈商談純出品台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		百烈商談純出品台数 ヒャク レツ ショウダン ジュン シュッピン ダイスウ		51		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_ライブ中継台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		52		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		345,021		374,901		448,527		471,675		339,441		370,232		2,349,797		385,182		297,609		361,461		421,025		375,869		342,401		2,183,547		4,533,344		1,168,449		1,181,348		1,044,252		1,139,295		4,533,344		4,533,344

		四輪事業_ライブ中継台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		53		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		341,991		391,372		496,021		458,632		331,419		379,556		2,398,991		378,577		317,954		375,525		400,307		400,391		348,515		2,221,269		4,620,260		1,229,384		1,169,607		1,072,056		1,149,213		4,620,260		4,620,260

		四輪事業_ライブ中継台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		54		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		334,429		379,283		491,028		455,612		352,510		380,731		2,393,593		372,471		326,525		380,806		398,779		410,298		330,604		2,219,483		4,613,076		1,204,740		1,188,853		1,079,802		1,139,681		4,613,076		4,613,076

		四輪事業_ライブ中継台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		55		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		340,445		397,758		513,881		487,370		380,864		419,766		2,540,084		405,555		345,255		386,416		402,271		399,175		332,627		2,271,299		4,811,383		1,252,084		1,288,000		1,137,226		1,134,073		4,811,383		4,811,383

		四輪事業_ライブ中継台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		56		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		101.8%		104.9%		104.7%		107.0%		108.0%		110.3%		106.1%		108.9%		105.7%		101.5%		100.9%		97.3%		100.6%		102.3%		104.3%		103.9%		108.3%		105.3%		99.5%		104.3%		104.3%

		四輪事業_ライブ中継台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		57		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		99.5%		101.6%		103.6%		106.3%		114.9%		110.6%		105.9%		107.1%		108.6%		102.9%		100.5%		99.7%		95.4%		102.3%		104.1%		101.8%		110.1%		106.1%		98.7%		104.1%		104.1%

		四輪事業_ライブ中継台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		出品台数 シュッピン ダイスウ		ライブ中継台数 チュウケイ ダイスウ		58		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		371,232		381,583		494,092		437,141		365,111		380,317		2,429,476		367,555		311,200		366,280		415,471		405,026		305,278		2,170,810		4,600,286		1,246,907		1,182,569		1,045,035		1,125,775		4,600,286		4,600,286

		四輪事業_TVAA成約台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		59		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		1,255		1,273		1,677		1,496		1,094		2,200		8,995		1,242		1,256		1,470		1,457		1,656		886		7,967		16,962		4,205		4,790		3,968		3,999		16,962		16,962

		四輪事業_TVAA成約台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		60		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,131		1,528		1,354		1,241		1,291		1,485		8,030		1,391		1,228		1,487		1,718		1,372		927		8,123		16,153		4,013		4,017		4,106		4,017		16,153		16,153

		四輪事業_TVAA成約台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		61		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,316		1,570		1,777		1,678		1,449		1,635		9,425		1,638		1,193		1,718		1,975		1,563		1,004		9,091		18,516		4,663		4,762		4,549		4,542		18,516		18,516

		四輪事業_TVAA成約台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数 セイヤク ダイスウ		62		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,401		1,270		1,395		1,269		1,451		1,578		8,364		1,695		1,233		1,710		1,729		1,611		1,072		9,050		17,414		4,066		4,298		4,638		4,412		17,414		17,414

		四輪事業_TVAA成約台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		63		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		106.5%		80.9%		78.5%		75.6%		100.1%		96.5%		88.7%		103.5%		103.4%		99.5%		87.5%		103.1%		106.8%		99.5%		94.0%		87.2%		90.3%		102.0%		97.1%		94.0%		94.0%

		四輪事業_TVAA成約台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		64		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		123.9%		83.1%		103.0%		102.3%		112.4%		106.3%		104.2%		121.9%		100.4%		115.0%		100.6%		117.4%		115.6%		111.4%		107.8%		101.3%		107.0%		113.0%		109.8%		107.8%		107.8%

		四輪事業_TVAA成約台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		TVAA成約台数		65		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,596		1,596		1,596		1,933		1,256		1,596		9,573		1,933		1,256		1,596		1,933		1,596		1,353		9,667		19,240		4,788		4,785		4,785		4,882		19,240		19,240

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		66		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		67		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		988		1,346		1,154		1,030		1,087		1,283		6,888		1,205		1,058		1,264		1,507		1,174		666		6,874		13,762		3,488		3,400		3,527		3,347		13,762		13,762

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		68		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		69		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,166		1,109		1,207		1,129		1,266		1,386		7,263		1,454		1,089		1,542		1,511		1,362		837		7,795		15,058		3,482		3,781		4,085		3,710		15,058		15,058

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		70		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		71		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		118.0%		82.4%		104.6%		109.6%		116.5%		108.0%		105.4%		120.7%		102.9%		122.0%		100.3%		116.0%		125.7%		113.4%		109.4%		99.8%		111.2%		115.8%		110.8%		109.4%		109.4%

		四輪事業_（内 VALUE成約台数）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		（内 VALUE成約台数） ウチ セイヤク ダイスウ		72		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン														0														0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		73		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		1,291		1,291		1,434		1,191		1,201		1,443		7,851		1,418		1,250		1,237		1,287		996		1,008		7,196		15,047		4,016		3,835		3,905		3,291		15,047		15,047

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		74		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		984		1,123		1,004		857		932		1,082		5,982		1,016		849		1,010		883		868		822		5,448		11,430		3,111		2,871		2,875		2,573		11,430		11,430

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		75		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,013		1,127		1,044		934		1,044		1,169		6,331		1,224		981		1,100		991		1,096		1,034		6,426		12,757		3,184		3,147		3,305		3,121		12,757		12,757

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		76		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		928		950		865		730		811		1,105		5,389		989		934		993		988		1,168		890		5,962		11,351		2,743		2,646		2,916		3,046		11,351		11,351

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		77		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		91.6%		84.3%		82.9%		78.2%		77.7%		94.5%		85.1%		80.8%		95.2%		90.3%		99.7%		106.6%		86.1%		92.8%		89.0%		86.1%		84.1%		88.2%		97.6%		89.0%		89.0%

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		78		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		94.3%		84.6%		86.2%		85.2%		87.0%		102.1%		90.1%		97.3%		110.0%		98.3%		111.9%		134.6%		108.3%		109.4%		99.3%		88.2%		92.2%		101.4%		118.4%		99.3%		99.3%

		四輪事業_共有在庫市場成約台数 ※一撃含む_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		共有在庫市場成約台数 ※一撃含む キョウユウ ザイコ シジョウ セイヤク ダイスウ イチゲキ フク		79		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,096		1,202		1,110		986		1,082		1,195		6,671		1,236		988		1,102		993		1,098		1,036		6,453		13,124		3,408		3,263		3,326		3,127		13,124		13,124

		四輪事業_百烈商談成約台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		80		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-

		四輪事業_百烈商談成約台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		81		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		11		0		10		31		41		28		121		68		27		25		34		9		16		179		300		21		100		120		59		300		300

		四輪事業_百烈商談成約台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		82		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		40		40		40		40		40		40		240		40		40		40		50		40		40		250		490		120		120		120		130		490		490

		四輪事業_百烈商談成約台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		83		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		12		11		6		25		9		6		69		14		0		37		11		6		0		68		137		29		40		51		17		137		137

		四輪事業_百烈商談成約台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		84		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		30.0%		27.5%		15.0%		62.5%		22.5%		15.0%		28.8%		35.0%		-		92.5%		22.0%		15.0%		-		27.2%		28.0%		24.2%		33.3%		42.5%		13.1%		28.0%		28.0%

		四輪事業_百烈商談成約台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		85		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		109.1%		-		60.0%		80.6%		22.0%		21.4%		57.0%		20.6%		-		148.0%		32.4%		66.7%		-		38.0%		45.7%		138.1%		40.0%		42.5%		28.8%		45.7%		45.7%

		四輪事業_百烈商談成約台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		百烈商談成約台数 ヒャク レツ ショウダン セイヤク ダイスウ		86		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		9,119		10,192		10,627		10,028		9,125		9,930		59,021		9,849		8,525		9,733		9,563		9,827		8,656		56,153		115,174		29,938		29,083		28,107		28,046		115,174		115,174

		四輪事業_アイオーク落札台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		87		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		8,683		9,176		9,881		10,038		8,293		9,048		55,119		9,045		7,473		8,702		9,268		8,371		6,891		49,750		104,869		27,740		27,379		25,220		24,530		104,869		104,869

		四輪事業_アイオーク落札台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		88		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		7,976		9,156		10,464		9,284		8,014		8,965		53,859		8,957		7,401		8,875		8,889		9,020		7,491		50,633		104,492		27,596		26,263		25,233		25,400		104,492		104,492

		四輪事業_アイオーク落札台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		89		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		8,380		9,800		10,219		9,642		8,774		9,548		56,363		9,470		8,197		9,359		9,195		9,449		8,323		53,993		110,356		28,399		27,964		27,026		26,967		110,356		110,356

		四輪事業_アイオーク落札台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		90		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		8,380		9,593		11,541		9,959		8,937		9,328		57,738		9,373		8,294		9,281		8,915		9,287		7,202		52,352		110,090		29,514		28,224		26,948		25,404		110,090		110,090

		四輪事業_アイオーク落札台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		91		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.0%		97.9%		112.9%		103.3%		101.9%		97.7%		102.4%		99.0%		101.2%		99.2%		97.0%		98.3%		86.5%		97.0%		99.8%		103.9%		100.9%		99.7%		94.2%		99.8%		99.8%

		四輪事業_アイオーク落札台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		92		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		105.1%		104.8%		110.3%		107.3%		111.5%		104.0%		107.2%		104.6%		112.1%		104.6%		100.3%		103.0%		96.1%		103.4%		105.4%		107.0%		107.5%		106.8%		100.0%		105.4%		105.4%

		四輪事業_アイオーク落札台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		アイオーク落札台数 ラクサツ ダイスウ		93		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		9,119		10,192		10,627		10,028		9,125		9,930		59,021		9,849		8,525		9,733		9,563		9,827		8,656		56,153		115,174		29,938		29,083		28,107		28,046		115,174		115,174

		四輪事業_ライブ中継落札台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		94		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		25,798		26,493		31,122		26,442		21,132		23,573		154,560		23,931		19,229		23,351		24,232		21,894		18,603		131,240		285,800		83,413		71,147		66,511		64,729		285,800		285,800

		四輪事業_ライブ中継落札台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		95		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		19,713		22,529		27,826		21,671		18,268		21,327		131,334		21,837		19,689		22,579		23,340		23,388		19,416		130,249		261,583		70,068		61,266		64,105		66,144		261,583		261,583

		四輪事業_ライブ中継落札台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		96		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		19,597		22,262		28,429		23,715		19,540		20,917		134,460		20,798		18,737		22,020		23,010		22,913		18,284		125,762		260,222		70,288		64,172		61,555		64,207		260,222		260,222

		四輪事業_ライブ中継落札台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		97		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		21,141		23,958		28,450		23,773		21,209		23,239		141,770		23,494		21,554		24,505		23,505		24,241		19,589		136,888		278,658		73,549		68,221		69,553		67,335		278,658		278,658

		四輪事業_ライブ中継落札台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		98		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		107.9%		107.6%		100.1%		100.2%		108.5%		111.1%		105.4%		113.0%		115.0%		111.3%		102.2%		105.8%		107.1%		108.8%		107.1%		104.6%		106.3%		113.0%		104.9%		107.1%		107.1%

		四輪事業_ライブ中継落札台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		99		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		107.2%		106.3%		102.2%		109.7%		116.1%		109.0%		107.9%		107.6%		109.5%		108.5%		100.7%		103.6%		100.9%		105.1%		106.5%		105.0%		111.4%		108.5%		101.8%		106.5%		106.5%

		四輪事業_ライブ中継落札台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ中継落札台数 チュウケイ ラクサツ ダイスウ		100		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		21,610		22,366		28,809		23,198		20,810		21,607		138,400		20,756		18,808		21,531		23,888		23,072		16,958		125,013		263,413		72,785		65,615		61,095		63,918		263,413		263,413

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		101		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		203,344		227,203		266,168		253,175		189,616		213,254		1,352,760		220,700		174,057		207,294		239,902		210,038		186,250		1,238,241		2,591,001		696,715		656,045		602,051		636,190		2,591,001		2,591,001

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		102		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		189,612		223,113		279,012		241,694		187,207		215,751		1,336,389		216,607		185,081		222,163		232,432		229,556		196,591		1,282,430		2,618,819		691,737		644,652		623,851		658,579		2,618,819		2,618,819

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		103		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		193,556		223,585		285,623		239,065		193,691		211,850		1,347,370		207,430		187,504		219,398		229,911		229,364		182,290		1,255,897		2,603,267		702,764		644,606		614,332		641,565		2,603,267		2,603,267

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		104		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		199,335		235,897		298,949		259,826		212,449		237,166		1,443,622		233,108		203,592		234,071		240,547		237,538		195,542		1,344,398		2,788,020		734,181		709,441		670,771		673,627		2,788,020		2,788,020

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		105		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		103.0%		105.5%		104.7%		108.7%		109.7%		111.9%		107.1%		112.4%		108.6%		106.7%		104.6%		103.6%		107.3%		107.0%		107.1%		104.5%		110.1%		109.2%		105.0%		107.1%		107.1%

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		106		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		105.1%		105.7%		107.1%		107.5%		113.5%		109.9%		108.0%		107.6%		110.0%		105.4%		103.5%		103.5%		99.5%		104.8%		106.5%		106.1%		110.1%		107.5%		102.3%		106.5%		106.5%

		四輪事業_ライブ提携会場総成約台数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		ライブ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		107		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		213,206		225,132		291,640		232,782		206,458		218,921		1,388,139		206,681		188,983		214,281		237,982		232,807		168,987		1,249,721		2,637,860		729,978		658,161		609,945		639,776		2,637,860		2,637,860

		四輪事業_成約台数合計_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		108		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		37,027		38,233		44,114		39,167		31,720		36,264		226,525		35,636		29,208		34,760		36,244		32,917		27,388		196,153		422,678		119,374		107,151		99,604		96,549		422,678		422,678

		四輪事業_成約台数合計_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		109		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		29,815		34,336		40,658		33,084		28,546		32,887		199,326		33,269		29,194		33,976		34,864		34,657		28,672		194,632		393,958		104,809		94,517		96,439		98,193		393,958		393,958

		四輪事業_成約台数合計_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		110		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		30,346		34,799		41,509		36,009		30,847		33,309		206,819		33,170		29,148		34,237		35,221		35,061		28,685		195,522		402,341		106,654		100,165		96,555		98,967		402,341		402,341

		四輪事業_成約台数合計_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		111		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		31,862		35,782		42,257		35,756		32,417		35,256		213,330		35,565		32,015		36,526		35,148		36,313		28,753		204,320		417,650		109,901		103,429		104,106		100,214		417,650		417,650

		四輪事業_成約台数合計_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		112		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		105.0%		102.8%		101.8%		99.3%		105.1%		105.8%		103.1%		107.2%		109.8%		106.7%		99.8%		103.6%		100.2%		104.5%		103.8%		103.0%		103.3%		107.8%		101.3%		103.8%		103.8%

		四輪事業_成約台数合計_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		113		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.9%		104.2%		103.9%		108.1%		113.6%		107.2%		107.0%		106.9%		109.7%		107.5%		100.8%		104.8%		100.3%		105.0%		106.0%		104.9%		109.4%		108.0%		102.1%		106.0%		106.0%

		四輪事業_成約台数合計_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		成約台数合計 セイヤク ダイスウ ゴウケイ		114		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		42,540		45,548		52,769		46,173		41,398		44,258		272,686		43,623		38,102		43,695		45,940		45,420		36,659		253,439		526,125		140,857		131,829		125,420		128,019		526,125		526,125

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		115		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		355,324		400,754		486,277		440,919		333,776		373,877		2,390,927		387,112		297,211		373,852		420,184		363,339		324,893		2,166,591		4,557,518		1,242,355		1,148,572		1,058,175		1,108,416		4,557,518		4,557,518

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		116		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		336,831		392,209		493,904		474,029		324,089		375,182		2,396,244		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。		2,115,546		4,511,790		1,222,944		1,173,300		1,060,709		1,054,837		4,511,790		4,511,790

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		117		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		118		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		336,920		403,745		518,289		437,508		361,122		411,542		2,469,126		395,252		343,975		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4,744,808
差831←12月にプラスして調整		2,276,513		4,745,639		1,258,954		1,210,172		1,147,756		1,128,757		4,745,639		4,745,639

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		119		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		120		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.0%		102.9%		104.9%		92.3%		111.4%		109.7%		103.0%		106.8%		113.3%		105.6%		103.6%		102.9%		117.3%		107.6%		105.2%		102.9%		103.1%		108.2%		107.0%		105.2%		105.2%

		四輪事業_全国AA会場成約台数(ユーストカーより)_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約/落札台数 セイヤク ラクサツ ダイスウ		全国AA会場成約台数(ユーストカーより) ゼンコク カイジョウ セイヤク ダイスウ		121		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-

		四輪事業_TVAA成約率_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		122		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		24.5%		22.5%		21.2%		25.2%		25.9%		26.1%		24.1%		29.6%		30.4%		26.4%		30.1%		24.5%		25.9%		27.5%		25.6%		22.5%		25.8%		28.6%		26.6%		25.6%		25.6%

		四輪事業_TVAA成約率_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		123		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		30.9%		26.6%		26.4%		26.9%		31.1%		31.0%		28.6%		37.0%		32.8%		31.6%		32.8%		28.7%		26.9%		31.6%		30.0%		27.6%		29.6%		33.6%		29.8%		30.0%		30.0%

		四輪事業_TVAA成約率_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		124		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		29.0%		31.3%		31.6%		32.5%		32.5%		31.9%		31.5%		34.8%		35.6%		33.1%		34.8%		31.7%		32.2%		33.7%		32.6%		30.7%		32.3%		34.4%		33.1%		32.6%		32.6%

		四輪事業_TVAA成約率_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		125		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		33.0%		29.8%		28.1%		28.9%		34.1%		30.5%		30.7%		34.0%		36.3%		34.4%		34.7%		30.1%		27.9%		32.9%		31.8%		30.2%		31.1%		34.7%		31.1%		31.8%		31.8%

		四輪事業_TVAA成約率_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		126		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		4.0pt		▲1.5pt		▲3.4pt		▲3.6pt		1.6pt		▲1.3pt		▲0.8pt		▲0.8pt		0.7pt		1.2pt		▲0.0pt		▲1.6pt		▲4.3pt		▲0.8pt		▲0.8pt		▲0.5pt		▲1.2pt		0.4pt		▲1.9pt		▲0.8pt		▲0.8pt

		四輪事業_TVAA成約率_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		127		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		2.1pt		3.2pt		1.8pt		2.0pt		3.0pt		▲0.4pt		2.1pt		▲3.0pt		3.5pt		2.8pt		2.0pt		1.5pt		1.0pt		1.3pt		1.8pt		2.6pt		1.5pt		1.1pt		1.3pt		1.8pt		1.8pt

		四輪事業_TVAA成約率_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		TVAA成約率 セイヤク リツ		128		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		33.3%		33.3%		33.3%		32.9%		33.9%		33.3%		33.3%		32.9%		33.9%		33.3%		32.9%		33.3%		31.2%		32.9%		33.1%		33.3%		33.3%		33.3%		32.6%		33.1%		33.1%

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		129		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		130		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		43.3%		37.9%		39.8%		41.9%		47.3%		43.3%		41.9%		53.7%		47.9%		43.3%		47.2%		41.9%		41.9%		46.0%		43.8%		40.0%		44.1%		47.8%		44.2%		43.8%		43.8%

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		131		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		132		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		44.1%		39.3%		39.3%		41.4%		45.2%		38.9%		41.2%		48.4%		52.6%		48.7%		48.8%		40.0%		38.9%		46.2%		43.6%		40.8%		41.6%		49.6%		42.9%		43.6%		43.6%

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		133		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		134		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		0.8pt		1.4pt		▲0.5pt		▲0.5pt		▲2.1pt		▲4.4pt		▲0.7pt		▲5.3pt		4.7pt		5.4pt		1.6pt		▲2.0pt		▲3.0pt		0.2pt		▲0.2pt		0.9pt		▲2.5pt		1.8pt		▲1.3pt		▲0.2pt		▲0.2pt

		四輪事業_（内 VALUE成約率）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		（内 VALUE成約率） ウチ セイヤク リツ		135		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_ライブ落札シェア_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		136		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		33.7%		34.6%		31.7%		38.0%		39.2%		38.4%		35.7%		37.8%		38.9%		37.3%		38.2%		38.2%		37.0%		37.9%		36.7%		33.3%		38.5%		37.9%		37.9%		36.7%		36.7%

		四輪事業_ライブ落札シェア_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		137		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		40.5%		40.6%		37.6%		42.8%		43.9%		42.0%		41.0%		41.0%		37.6%		39.3%		38.1%		38.6%		38.6%		38.9%		39.9%		39.4%		42.9%		39.4%		38.4%		39.9%		39.9%

		四輪事業_ライブ落札シェア_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		138		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		42.8%		44.0%		35.9%		40.7%		44.9%		45.6%		41.9%		45.5%		43.7%		42.5%		40.0%		41.2%		45.5%		42.9%		42.4%		40.4%		43.6%		43.9%		42.0%		42.4%		42.4%

		四輪事業_ライブ落札シェア_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		139		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		39.6%		40.0%		40.6%		41.9%		42.1%		40.1%		40.7%		39.9%		38.5%		37.9%		37.9%		38.3%		36.8%		38.2%		39.5%		40.1%		41.4%		38.7%		37.7%		39.5%		39.5%

		四輪事業_ライブ落札シェア_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		140		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		▲3.1pt		▲4.0pt		4.6pt		1.2pt		▲2.8pt		▲5.5pt		▲1.2pt		▲5.6pt		▲5.3pt		▲4.6pt		▲2.0pt		▲2.9pt		▲8.8pt		▲4.7pt		▲2.9pt		▲0.3pt		▲2.2pt		▲5.2pt		▲4.3pt		▲2.9pt		▲2.9pt

		四輪事業_ライブ落札シェア_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		141		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		▲0.8pt		▲0.6pt		3.0pt		▲0.9pt		▲1.7pt		▲1.9pt		▲0.3pt		▲1.1pt		0.9pt		▲1.4pt		▲0.2pt		▲0.3pt		▲1.8pt		▲0.6pt		▲0.4pt		0.7pt		▲1.5pt		▲0.6pt		▲0.7pt		▲0.4pt		▲0.4pt

		四輪事業_ライブ落札シェア_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		ライブ落札シェア ラクサツ		142		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		42.2%		45.6%		36.9%		43.2%		43.8%		46.0%		42.6%		47.5%		45.3%		45.2%		40.0%		42.6%		51.0%		44.9%		43.7%		41.1%		44.3%		46.0%		43.9%		43.7%		43.7%

		四輪事業_全国AA会場シェア_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		143		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		10.4%		9.5%		9.1%		8.9%		9.5%		9.7%		9.5%		9.2%		9.8%		9.3%		8.6%		9.1%		8.4%		9.1%		9.3%		9.6%		9.3%		9.4%		8.7%		9.3%		9.3%

		四輪事業_全国AA会場シェア_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		144		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		8.9%		8.8%		8.2%		7.0%		8.8%		8.8%		8.3%		9.0%		9.6%		8.8%		9.0%		8.9%		10.2%		9.2%		8.7%		8.6%		8.1%		9.1%		9.3%		8.7%		8.7%

		四輪事業_全国AA会場シェア_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		145		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_全国AA会場シェア_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		146		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		9.5%		8.9%		8.2%		8.2%		9.0%		8.6%		8.6%		9.0%		9.3%		8.9%		8.8%		9.1%		8.7%		9.0%		8.8%		8.7%		8.5%		9.1%		8.9%		8.8%		8.8%

		四輪事業_全国AA会場シェア_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		147		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_全国AA会場シェア_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		148		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		0.6pt		0.1pt		▲0.1pt		1.2pt		0.2pt		▲0.2pt		0.3pt		0.0pt		▲0.3pt		0.2pt		▲0.2pt		0.2pt		▲1.5pt		▲0.2pt		0.1pt		0.2pt		0.5pt		▲0.0pt		▲0.4pt		0.1pt		0.1pt

		四輪事業_全国AA会場シェア_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		成約率／シェア セイヤク リツ		全国AA会場シェア ゼンコク カイジョウ		149		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						セグメント別KPI詳細(月別) ベツ ショウサイ ツキベツ						150

						2015/12期～2017/12期 キ キ						151

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ						152

						四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ						153

						セグメント		項目 コウモク				154		単位 タンイ		年度 ネンド		予算/実績 ヨサン ジッセキ																														12

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		1.0		2.0		3.0		4.0		6月まで累計		6月まで実積

												155								1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		上期合計 カミキ ゴウケイ		７月 ガツ		８月		９月		１０月		１１月		１２月		下期合計 シモキ ゴウケイ		通期合計 ツウキ ゴウケイ										実績 ジッセキ		通期見通し ツウキ ミトオ

		四輪事業_TVAA会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		156		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		4,571		4,556		4,525		4,512		4,489		4,476		4,476		4,484		4,458		4,440		4,427		4,411		4,401		4,401		4,401		4,525		4,476		4,440		4,401		4,401		4,401

		四輪事業_TVAA会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		157		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		4,379		4,404		4,394		4,389		4,370		4,385		4,385		4,401		4,394		4,403		4,413		4,406		4,414		4,414		4,414		4,394		4,385		4,403		4,414		4,414		4,414

		四輪事業_TVAA会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		158		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		0

		四輪事業_TVAA会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		159		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,412		4,408		4,417		4,432		4,413		4,463		4,463		4,436		4,408		4,421		4,398		4,401		4,383		4,383		4,383		4,417		4,463		4,421		4,383		4,383		4,383

		四輪事業_TVAA会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		160		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_TVAA会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		161		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.8%		100.1%		100.5%		101.0%		101.0%		101.8%		101.8%		100.8%		100.3%		100.4%		99.7%		99.9%		99.3%		99.3%		99.3%		100.5%		101.8%		100.4%		99.3%		99.3%		99.3%

		四輪事業_TVAA会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		TVAA会員数 カイインスウ		162		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_アイオーク正会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		163		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		8,678		8,717		8,781		8,815		8,840		8,860		8,860		8,872		8,873		8,908		8,912		8,950		8,946		8,946		8,946		8,781		8,860		8,908		8,946		8,946		8,946

		四輪事業_アイオーク正会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		164		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		8,952		9,027		9,051		9,075		9,080		9,097		9,097		9,097		9,107		9,107		9,108		9,087		9,094		9,094		9,094		9,051		9,097		9,107		9,094		9,094		9,094

		四輪事業_アイオーク正会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		165		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		9,137		9,170		9,203		9,236		9,239		9,272		9,272		9,305		9,308		9,341		9,374		9,407		9,410		9,410		9,410		9,203		9,272		9,341		9,410		9,410		9,410

		四輪事業_アイオーク正会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ

m-shirata: ｱｲｵｰｸ利用料6,800円/月
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）
準会員月額無料		166		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		9,076		9,099		9,094		9,122		9,156		9,176		9,176		9,198		9,213		9,227		9,260		9,306		9,280		9,280		9,280		9,094		9,176		9,227		9,280		9,280		9,280

		四輪事業_アイオーク正会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		167		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		99.3%		99.2%		98.8%		98.8%		99.1%		99.0%		99.0%		98.9%		99.0%		98.8%		98.8%		98.9%		98.6%		98.6%		98.6%		98.8%		99.0%		98.8%		98.6%		98.6%		98.6%

		四輪事業_アイオーク正会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		168		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		101.4%		100.8%		100.5%		100.5%		100.8%		100.9%		100.9%		101.1%		101.2%		101.3%		101.7%		102.4%		102.0%		102.0%		102.0%		100.5%		100.9%		101.3%		102.0%		102.0%		102.0%

		四輪事業_アイオーク正会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		アイオーク正会員数 セイ カイインスウ		169		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		9,418		9,456		9,494		9,532		9,540		9,578		9,578		9,616		9,624		9,662		9,700		9,738		9,746		9,746		9,746		9,494		9,578		9,662		9,746		9,746		9,746

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		170		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		5,057		5,044		5,035		4,994		4,978		4,959		4,959		4,961		4,929		4,905		4,923		4,913		4,909		4,909		4,909		5,035		4,959		4,905		4,909		4,909		4,909

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		171		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		4,910		4,900		4,876		4,884		4,879		4,897		4,897		4,915		4,892		4,918		4,924		4,914		4,938		4,938		4,938		4,876		4,897		4,918		4,938		4,938		4,938

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		172		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		4,929		4,934		4,939		4,944		4,949		4,954		4,954		4,959		4,964		4,969		4,974		4,979		4,984		4,984		4,984		4,939		4,954		4,969		4,984		4,984		4,984

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		173		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,933		4,934		4,944		4,961		4,936		5,000		5,000		4,858		4,839		4,847		4,827		4,822		4,810		4,810		4,810		4,944		5,000		4,847		4,810		4,810		4,810

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		174		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.1%		100.0%		100.1%		100.3%		99.7%		100.9%		100.9%		98.0%		97.5%		97.5%		97.0%		96.8%		96.5%		96.5%		96.5%		100.1%		100.9%		97.5%		96.5%		96.5%		96.5%

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		175		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.5%		100.7%		101.4%		101.6%		101.2%		102.1%		102.1%		98.8%		98.9%		98.6%		98.0%		98.1%		97.4%		97.4%		97.4%		101.4%		102.1%		98.6%		97.4%		97.4%		97.4%

		四輪事業_その他アイオーク利用会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		その他アイオーク利用会員数 タ リヨウ カイインスウ		176		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		4,989		4,994		4,999		5,004		5,009		5,014		5,014		5,019		5,024		5,029		5,034		5,039		5,044		5,044		5,044		4,999		5,014		5,029		5,044		5,044		5,044

		四輪事業_ライブ中継会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		177		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		3,856		3,848		3,832		3,807		3,775		3,775		3,775		3,778		3,764		3,743		3,737		3,729		3,711		3,711		3,711		3,832		3,775		3,743		3,711		3,711		3,711

		四輪事業_ライブ中継会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		178		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,701		3,692		3,682		3,671		3,665		3,663		3,663		3,685		3,671		3,692		3,685		3,679		3,697		3,697		3,697		3,682		3,663		3,692		3,697		3,697		3,697

		四輪事業_ライブ中継会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		179		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,695		3,693		3,691		3,689		3,687		3,685		3,685		3,683		3,681		3,679		3,677		3,675		3,673		3,673		3,673		3,691		3,685		3,679		3,673		3,673		3,673

		四輪事業_ライブ中継会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ

m-shirata: ライブ参加5,000円/月		180		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3,691		3,681		3,689		3,683		3,667		3,719		3,719		3,700		3,682		3,686		3,669		3,674		3,650		3,650		3,650		3,689		3,719		3,686		3,650		3,650		3,650

		四輪事業_ライブ中継会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		181		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		99.9%		99.7%		99.9%		99.8%		99.5%		100.9%		100.9%		100.5%		100.0%		100.2%		99.8%		100.0%		99.4%		99.4%		99.4%		99.9%		100.9%		100.2%		99.4%		99.4%		99.4%

		四輪事業_ライブ中継会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		182		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		99.7%		99.7%		100.2%		100.3%		100.1%		101.5%		101.5%		100.4%		100.3%		99.8%		99.6%		99.9%		98.7%		98.7%		98.7%		100.2%		101.5%		99.8%		98.7%		98.7%		98.7%

		四輪事業_ライブ中継会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ中継会員数 チュウケイ カイインスウ		183		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,671		3,669		3,667		3,665		3,663		3,661		3,661		3,659		3,657		3,655		3,653		3,651		3,649		3,649		3,649		3,667		3,661		3,655		3,649		3,649		3,649

		四輪事業_ライブ提携会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		184		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,679		2,670		2,680		2,669		2,673		2,676		2,676		2,683		2,686		2,681		2,650		2,638		2,654		2,654		2,654		2,680		2,676		2,681		2,654		2,654		2,654

		四輪事業_ライブ提携会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		185		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,627		2,622		2,628		2,584		2,585		736		736		732		730		728		724		713		707		707		707		2,628		736		728		707		707		707

		四輪事業_ライブ提携会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		186		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		716		714		711		710		707		705		705		704		702		699		698		695		693		693		693		711		705		699		693		693		693

		四輪事業_ライブ提携会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ

m-shirata: 各会場より月額利用料をもらっている		187		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		706		693		648		649		644		639		639		637		631		627		623		618		615		615		615		648		639		627		615		615		615

		四輪事業_ライブ提携会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		188		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		98.6%		97.1%		91.1%		91.4%		91.1%		90.6%		90.6%		90.5%		89.9%		89.7%		89.3%		88.9%		88.7%		88.7%		88.7%		91.1%		90.6%		89.7%		88.7%		88.7%		88.7%

		四輪事業_ライブ提携会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		189		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		26.9%		26.4%		24.7%		25.1%		24.9%		86.8%		86.8%		87.0%		86.4%		86.1%		86.0%		86.7%		87.0%		87.0%		87.0%		24.7%		86.8%		86.1%		87.0%		87.0%		87.0%

		四輪事業_ライブ提携会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ライブ提携会員数 テイケイ カイインスウ		190		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		691		690		688		688		686		685		685		685		684		682		682		680		679		679		679		688		685		682		679		679		679

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_15/12期_実績				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有償会員 ユウショウ カイイン		191		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		778		777		780		777		772		768		768		772		772		772		773		774		779		779		779		780		768		772		779		779		779

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_16/12期_実績				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有償会員 ユウショウ カイイン		192		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		776		775		771		771		770		764		764		764		765		762		761		764		763		763		763		771		764		762		763		763		763

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_17/12期_予算				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有償会員 ユウショウ カイイン		193		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		756		755		754		753		752		751		751		755		759		763		767		771		775		775		775		754		751		763		775		775		775

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_17/12期_実績				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有償会員 ユウショウ カイイン

m-shirata: オークネット.jp利用料　15,000円/月		194		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		758		758		755		730		736		738		738		739		738		742		743		740		739		739		739		755		738		742		739		739		739

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_17/12期_予算比				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有償会員 ユウショウ カイイン		195		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.3%		100.4%		100.1%		96.9%		97.9%		98.3%		98.3%		97.9%		97.2%		97.2%		96.9%		96.0%		95.4%		95.4%		95.4%		100.1%		98.3%		97.2%		95.4%		95.4%		95.4%

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_17/12期_前年比				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有償会員 ユウショウ カイイン		196		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		97.7%		97.8%		97.9%		94.7%		95.6%		96.6%		96.6%		96.7%		96.5%		97.4%		97.6%		96.9%		96.9%		96.9%		96.9%		97.9%		96.6%		97.4%		96.9%		96.9%		96.9%

		四輪事業_ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員_18/12期_予算				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有償会員 ユウショウ カイイン		197		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		779		783		787		791		795		799		799		803		807		811		815		819		823		823		823		787		799		811		823		823		823

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		198		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		199		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		13		13		13		17		17		17		17		16		16		16		14		14		14		14		14		13		17		16		14		14		14

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		200		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン

m-shirata: オークネット.jp利用料　15,000円/月		201		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		11		11		11		8		8		8		8		12		12		12		11		11		11		11		11		11		8		12		11		11		11

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		202		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		203		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		84.6%		84.6%		84.6%		47.1%		47.1%		47.1%		47.1%		75.0%		75.0%		75.0%		78.6%		78.6%		78.6%		78.6%		78.6%		84.6%		47.1%		75.0%		78.6%		78.6%		78.6%

		四輪事業_（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰｸﾈｯﾄ.jp有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		204		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		205		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,126		2,129		2,123		2,157		2,135		2,131		2,131		2,131		1,593		1,603		1,594		1,590		1,595		1,595		1,595		2,123		2,131		1,603		1,595		1,595		1,595

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		206		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,586		1,577		1,568		1,569		1,588		1,585		1,585		1,578		1,572		1,555		1,552		1,553		1,553		1,553		1,553		1,568		1,585		1,555		1,553		1,553		1,553

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		207		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552

		四輪事業_ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ユウショウ カイイン

m-shirata: オートバンク利用料9,800円/月		208		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,552		1,546		1,533		1,497		1,482		1,481		1,481		1,476		1,471		1,465		1,457		1,450		1,438		1,438		1,438		1,533		1,481		1,465		1,438		1,438		1,438

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		209		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.0%		99.6%		98.8%		96.5%		95.5%		95.4%		95.4%		95.1%		94.8%		94.4%		93.9%		93.4%		92.7%		92.7%		92.7%		98.8%		95.4%		94.4%		92.7%		92.7%		92.7%

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		210		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		97.9%		98.0%		97.8%		95.4%		93.3%		93.4%		93.4%		93.5%		93.6%		94.2%		93.9%		93.4%		92.6%		92.6%		92.6%		97.8%		93.4%		94.2%		92.6%		92.6%		92.6%

		四輪事業_内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員 ウチ タンドク ユウショウ カイイン		211		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552		1,552

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		212		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		213		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		149		149		149		154		154		154		154		146		146		146		145		145		145		145		145		149		154		146		145		145		145

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		214		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン

m-shirata: オートバンク利用料9,800円/月		215		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		147		147		147		148		148		148		148		146		146		146		142		142		142		142		142		147		148		146		142		142		142

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		216		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		217		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		98.7%		98.7%		98.7%		96.1%		96.1%		96.1%		96.1%		100.0%		100.0%		100.0%		97.9%		97.9%		97.9%		97.9%		97.9%		98.7%		96.1%		100.0%		97.9%		97.9%		97.9%

		四輪事業_（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員）_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		（内 単独ｵｰﾄﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ有償会員） ウチ タンドク ユウショウ カイイン		218		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独保証有償会員_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		219		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独保証有償会員_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		220		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		11		11		11		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		11		10		10		10		10		10

		四輪事業_単独保証有償会員_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		221		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独保証有償会員_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		222		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		10		10		10		10		10		10		10		13		13		13		7		7		7		7		7		10		10		13		7		7		7

		四輪事業_単独保証有償会員_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		223		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独保証有償会員_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		224		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		90.9%		90.9%		90.9%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		130.0%		130.0%		130.0%		70.0%		70.0%		70.0%		70.0%		70.0%		90.9%		100.0%		130.0%		70.0%		70.0%		70.0%

		四輪事業_単独保証有償会員_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独保証有償会員 タンドク ホショウ ユウショウ カイイン		225		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		226		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		227		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3		2		2		2		2		3		3		4		4		5		5		5		5		5		5		2		3		5		5		5		5

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		228		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン

m-shirata: 総ID数-オークネットみなしID（200）		229		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		5		4		5		5		6		6		6		6		6		6		7		7		7		7		7		5		6		6		7		7		7

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		230		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		231		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		166.7%		200.0%		250.0%		250.0%		300.0%		200.0%		200.0%		150.0%		150.0%		120.0%		140.0%		140.0%		140.0%		140.0%		140.0%		250.0%		200.0%		120.0%		140.0%		140.0%		140.0%

		四輪事業_単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独AISﾃｸﾆｶﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		232		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		233		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		234		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		4		4		4		3		3		3

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		235		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		236		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		237		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		238		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		75.0%		75.0%		75.0%		50.0%		50.0%		50.0%		50.0%		50.0%		50.0%		50.0%		66.7%		66.7%		66.7%		66.7%		66.7%		75.0%		50.0%		50.0%		66.7%		66.7%		66.7%

		四輪事業_単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独ｵｰｸﾌﾟﾛﾀｯﾁ有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		239		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独有償会員_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		240		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		177

m-shirata: 広報数値参照		177		177		0		0		0		177		177		177

		四輪事業_単独有償会員_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		241		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		180		179		179		187		187		188		188		180		180		181		177		177		177		177		177		179		188		181		177		177		177

		四輪事業_単独有償会員_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		242		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		四輪事業_単独有償会員_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		243		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		176		175		176		173		174		174		174		179		179		179		169		169		169		169		169		176		174		179		169		169		169

		四輪事業_単独有償会員_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		244		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_単独有償会員_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		245		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		97.8%		97.8%		98.3%		92.5%		93.0%		92.6%		92.6%		99.4%		99.4%		98.9%		95.5%		95.5%		95.5%		95.5%		95.5%		98.3%		92.6%		98.9%		95.5%		95.5%		95.5%

		四輪事業_単独有償会員_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		単独有償会員 タンドク ユウショウ カイイン		246		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		四輪事業_会員数合計_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		247		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		15,928		15,943		15,986		15,996		16,002		16,012		16,012		16,039		16,017		16,029		15,989		15,999		16,178		16,178		16,178		15,986		16,012		16,029		16,178		16,178		16,178

		四輪事業_会員数合計_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		248		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		16,138		16,232		16,252		16,235		16,222		14,406		14,406		14,410		14,411		14,419		14,422		14,383		14,392		14,392		14,392		16,252		14,406		14,419		14,392		14,392		14,392

		四輪事業_会員数合計_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		249		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		9,853		9,884		9,914		9,946		9,946		9,977		9,977		10,009		10,010		10,040		10,072		10,102		10,103		10,103		10,103		9,914		9,977		10,040		10,103		10,103		10,103

		四輪事業_会員数合計_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		250		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		14,370		14,375		14,335		14,376		14,387		14,452		14,452		14,450		14,431		14,454		14,450		14,494		14,447		14,447		14,447		14,335		14,452		14,454		14,447		14,447		14,447

		四輪事業_会員数合計_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		251		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		145.8%		145.4%		144.6%		144.5%		144.7%		144.9%		144.9%		144.4%		144.2%		144.0%		143.5%		143.5%		143.0%		143.0%		143.0%		144.6%		144.9%		144.0%		143.0%		143.0%		143.0%

		四輪事業_会員数合計_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		252		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		89.0%		88.6%		88.2%		88.5%		88.7%		100.3%		100.3%		100.3%		100.1%		100.2%		100.2%		100.8%		100.4%		100.4%		100.4%		88.2%		100.3%		100.2%		100.4%		100.4%		100.4%

		四輪事業_会員数合計_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		253		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		10,109		10,146		10,182		10,220		10,226		10,263		10,263		10,301		10,308		10,344		10,382		10,418		10,425		10,425		10,425		10,182		10,263		10,344		10,425		10,425		10,425

		四輪事業_延べ会員数_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		254		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		22,162		22,165		22,173		22,128		22,082		22,070		22,070		22,095		22,024		21,996		21,999		22,003		21,967		21,967		21,967		22,173		22,070		21,996		21,967		21,967		21,967

		四輪事業_延べ会員数_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		255		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		21,942		22,023		22,003		22,019		21,994		22,042		22,042		22,098		22,064		22,120		22,130		22,086		22,143		22,143		22,143		22,003		22,042		22,120		22,143		22,143		22,143

		四輪事業_延べ会員数_17/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		256		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		17,761		17,797		17,833		17,869		17,875		17,911		17,911		17,947		17,953		17,989		18,025		18,061		18,067		18,067		18,067		17,833		17,911		17,989		18,067		18,067		18,067

		四輪事業_延べ会員数_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		257		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		22,112		22,122		22,144		22,198		22,172		22,358		22,358		22,192		22,142		22,181		22,154		22,203		22,123		22,123		22,123		22,144		22,358		22,181		22,123		22,123		22,123

		四輪事業_延べ会員数_17/12期_予算比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		258		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		124.5%		124.3%		124.2%		124.2%		124.0%		124.8%		124.8%		123.7%		123.3%		123.3%		122.9%		122.9%		122.4%		122.4%		122.4%		124.2%		124.8%		123.3%		122.4%		122.4%		122.4%

		四輪事業_延べ会員数_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		259		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.8%		100.4%		100.6%		100.8%		100.8%		101.4%		101.4%		100.4%		100.4%		100.3%		100.1%		100.5%		99.9%		99.9%		99.9%		100.6%		101.4%		100.3%		99.9%		99.9%		99.9%

		四輪事業_延べ会員数_18/12期_予算				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		会員数 カイインスウ		延べ会員数 ノ カイインスウ		260		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		18,078		18,119		18,160		18,201		18,212		18,253		18,253		18,294		18,305		18,346		18,387		18,428		18,439		18,439		18,439		18,160		18,253		18,346		18,439		18,439		18,439

		四輪事業_TVAA取扱高_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		261		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,232,344,000		1,880,816,000		1,373,353,000		1,271,722,000		1,523,680,000		1,714,165,000		8,996,080,000		1,526,185,000		1,416,900,000		1,801,489,000		1,928,625,000		1,677,007,000		1,261,424,000		9,611,630,000		18,607,710,000		4,486,513,000		4,509,567,000		4,744,574,000		4,867,056,000		18,607,710,000		-

		四輪事業_TVAA取扱高_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		262		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,653,198,000		1,731,571,000		1,841,159,000		1,381,329,000		1,615,850,000		1,719,228,000		9,942,335,000		1,863,420,000		1,392,577,000		2,034,626,000		2,014,231,000		1,874,387,000		1,277,867,000		10,457,108,000		20,399,443,000		5,225,928,000		4,716,407,000		5,290,623,000		5,166,485,000		20,399,443,000		-

		四輪事業_TVAA取扱高_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ		263		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		134.2%		92.1%		134.1%		108.6%		106.0%		100.3%		110.5%		122.1%		98.3%		112.9%		104.4%		111.8%		101.3%		108.8%		109.6%		116.5%		104.6%		111.5%		106.2%		109.6%		-

		四輪事業_共有在庫取扱高_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		264		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,384,699,000		1,656,526,000		1,470,531,000		1,233,219,000		1,421,186,000		1,762,058,000		8,928,219,000		1,553,534,000		1,358,667,000		1,582,586,000		1,508,297,000		1,411,156,000		1,408,873,000		8,823,113,000		17,751,332,000		4,511,756,000		4,416,463,000		4,494,787,000		4,328,326,000		17,751,332,000		-

		四輪事業_共有在庫取扱高_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		265		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,417,328,000		1,635,109,000		1,628,302,000		1,312,860,000		1,395,211,000		2,147,351,000		9,536,161,000		1,712,891,000		1,557,893,000		1,775,471,000		1,620,916,000		2,079,959,000		1,739,055,000		10,486,185,000		20,022,346,000		4,680,739,000		4,855,422,000		5,046,255,000		5,439,930,000		20,022,346,000		-

		四輪事業_共有在庫取扱高_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ		266		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		102.4%		98.7%		110.7%		106.5%		98.2%		121.9%		106.8%		110.3%		114.7%		112.2%		107.5%		147.4%		123.4%		118.8%		112.8%		103.7%		109.9%		112.3%		125.7%		112.8%		-

		四輪事業_一撃_16/12期_実績				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 イチゲキ		267		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		81,754,000		110,501,000		72,024,000		65,092,000		90,883,000		115,656,000		535,910,000		81,035,000		91,015,000		85,836,000		70,516,000		119,408,000		101,786,000		549,596,000		1,085,506,000		264,279,000		271,631,000		257,886,000		291,710,000		1,085,506,000		-

		四輪事業_一撃_17/12期_実績				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 イチゲキ		268		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		95,928,000		89,906,000		88,831,000		95,430,000		66,350,000		77,372,000		513,817,000		99,277,000		85,735,000		77,502,000		89,100,000		88,168,000		68,432,000		508,214,000		1,022,031,000		274,665,000		239,152,000		262,514,000		245,700,000		1,022,031,000		-

		四輪事業_一撃_17/12期_前年比				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 イチゲキ		269		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		117.3%		81.4%		123.3%		146.6%		73.0%		66.9%		95.9%		122.5%		94.2%		90.3%		126.4%		73.8%		67.2%		92.5%		94.2%		103.9%		88.0%		101.8%		84.2%		94.2%		-

		四輪事業_百烈商談_16/12期_実績				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		270		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		6,065,000		0		19,049,000		29,358,000		69,994,000		26,487,000		150,953,000		80,683,000		30,460,000		36,717,000		57,687,000		11,422,000		25,278,000		242,247,000		393,200,000		25,114,000		125,839,000		147,860,000		94,387,000		393,200,000		-

		四輪事業_百烈商談_17/12期_実績				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		271		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		20,019,000		14,857,000		18,538,000		22,394,000		14,852,000		9,098,000		99,758,000		32,704,000		0		26,578,000		13,866,000		14,917,000		0		88,065,000		187,823,000		53,414,000		46,344,000		59,282,000		28,783,000		187,823,000		-

		四輪事業_百烈商談_17/12期_前年比				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		272		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		330.1%		-		97.3%		76.3%		21.2%		34.3%		66.1%		40.5%		-		72.4%		24.0%		130.6%		-		36.4%		47.8%		212.7%		36.8%		40.1%		30.5%		47.8%		-

		四輪事業_ライブ取扱高_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		273		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		14,730,981,000		16,303,155,000		18,767,488,000		14,363,071,000		13,385,228,000		15,188,521,000		92,738,444,000		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		91,669,713,000		184,408,157,000		49,801,624,000		42,936,820,000		45,441,319,000		46,228,394,000		184,408,157,000		-

		四輪事業_ライブ取扱高_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		274		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		15,325,836,000		17,079,702,000		19,097,007,000		15,824,278,000		14,739,848,000		16,227,135,000		98,293,806,000		17,028,468,000		15,064,915,000		17,720,416,000		16,017,765,000		17,402,139,000		14,489,357,000		97,723,060,000		196,016,866,000		51,502,545,000		46,791,261,000		49,813,799,000		47,909,261,000		196,016,866,000		-

		四輪事業_ライブ取扱高_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ		275		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		104.0%		104.8%		101.8%		110.2%		110.1%		106.8%		106.0%		107.7%		109.9%		111.4%		98.6%		104.9%		108.2%		106.6%		106.3%		103.4%		109.0%		109.6%		103.6%		106.3%		-

		四輪事業_アイオーク取扱高_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		276		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		6,092,708,000		6,948,928,000		7,773,294,000		6,652,239,000		5,853,554,000		6,364,830,000		39,685,553,000		6,538,640,000		5,250,572,000		6,704,621,000		6,679,480,000		6,848,275,000		5,759,807,000		37,781,395,000		77,466,948,000		20,814,930,000		18,870,623,000		18,493,833,000		19,287,562,000		77,466,948,000		-

		四輪事業_アイオーク取扱高_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		277		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		6,646,654,000		7,949,081,000		9,011,870,000		7,477,869,000		6,423,309,000		6,856,694,000		44,365,477,000		6,940,006,000		5,898,448,000		6,897,536,000		6,492,626,000		6,955,071,000		5,393,949,000		38,577,636,000		82,943,113,000		23,607,605,000		20,757,872,000		19,735,990,000		18,841,646,000		82,943,113,000		-

		四輪事業_アイオーク取扱高_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ		278		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		109.1%		114.4%		115.9%		112.4%		109.7%		107.7%		111.8%		106.1%		112.3%		102.9%		97.2%		101.6%		93.6%		102.1%		107.1%		113.4%		110.0%		106.7%		97.7%		107.1%		-

		四輪事業_取扱高合計_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		279		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		23,440,732,000		26,789,425,000		29,384,666,000		23,520,251,000		22,183,648,000		25,029,574,000		150,348,296,000		25,435,861,000		21,737,644,000		26,001,008,000		26,357,786,000		26,529,516,000		21,824,036,000		147,885,851,000		298,234,147,000		79,614,823,000		70,733,473,000		73,174,513,000		74,711,338,000		298,234,147,000		-

		四輪事業_取扱高合計_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		280		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		25,043,016,000		28,395,463,000		31,578,338,000		25,996,336,000		24,174,218,000		26,950,408,000		162,137,779,000		27,544,785,000		23,913,833,000		28,428,049,000		26,145,538,000		28,311,556,000		22,900,228,000		157,243,989,000		319,381,768,000		85,016,817,000		77,120,962,000		79,886,667,000		77,357,322,000		319,381,768,000		-

		四輪事業_取扱高合計_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		281		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.8%		106.0%		107.5%		110.5%		109.0%		107.7%		107.8%		108.3%		110.0%		109.3%		99.2%		106.7%		104.9%		106.3%		107.1%		106.8%		109.0%		109.2%		103.5%		107.1%		-

		四輪事業_取扱高総合計_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		282		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		23,528,551,000		26,899,926,000		29,475,739,000		23,614,701,000		22,344,525,000		25,171,717,000		151,035,159,000		25,597,579,000		21,859,119,000		26,123,561,000		26,485,989,000		26,660,346,000		21,951,100,000		148,677,694,000		299,712,853,000		79,904,216,000		71,130,943,000		73,580,259,000		75,097,435,000		299,712,853,000		-

		四輪事業_取扱高総合計_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		283		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		25,158,963,000		28,500,226,000		31,685,707,000		26,114,160,000		24,255,420,000		27,036,878,000		162,751,354,000		27,676,766,000		23,999,568,000		28,532,129,000		26,248,504,000		28,414,641,000		22,968,660,000		157,840,268,000		320,591,622,000		85,344,896,000		77,406,458,000		80,208,463,000		77,631,805,000		320,591,622,000		-

		四輪事業_取扱高総合計_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		取扱高 トリアツカイ ダカ		取扱高総合計 トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ		284		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.9%		105.9%		107.5%		110.6%		108.6%		107.4%		107.8%		108.1%		109.8%		109.2%		99.1%		106.6%		104.6%		106.2%		107.0%		106.8%		108.8%		109.0%		103.4%		107.0%		-				項目 コウモク						単位 タンイ						15/12期　通期実績 キ ツウキ ジッセキ

		四輪事業_TVAA_15/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		年間開催回数 ネンカン カイサイ カイスウ		TVAA		285		回 カイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		4.0		4.0		5.0		4.0		3.0		5.0		25.0		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		4.0		25.0		50.0		13.0		12.0		12.0		13.0		50.0		-				TVAA取扱高 トリアツカイ ダカ						円 エン						19,708,203,000

		四輪事業_TVAA_16/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		年間開催回数 ネンカン カイサイ カイスウ		TVAA		286		回 カイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3.0		5.0		4.0		4.0		4.0		4.0		24.0		4.0		4.0		4.0		5.0		4.0		4.0		25.0		49.0		12.0		12.0		12.0		13.0		49.0		-				共有在庫取扱高 キョウユウ ザイコ トリアツカイ ダカ						円 エン						21,893,246,000

		四輪事業_TVAA_17/12期_実績				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		年間開催回数 ネンカン カイサイ カイスウ		TVAA		287		回 カイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		24.0		5.0		3.0		4.0		5.0		4.0		4.0		25.0		49.0		12.0		12.0		12.0		13.0		49.0		-				一撃 イチゲキ						円 エン						1,626,094,000

		四輪事業_TVAA_17/12期_前年比				四輪事業 ヨンリン ジギョウ		年間開催回数 ネンカン カイサイ カイスウ		TVAA		288		回 カイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		133.3%		80.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		125.0%		75.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		-				百烈商談 ヒャク レツ ショウダン						円 エン						-

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_15/12期_実績				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		289		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		17,159		17,393		19,061		19,294		16,198		18,110		107,215		17,603		13,576		16,694		18,492		16,127		15,630		98,122		205,337		53,613		53,602		47,873		50,249		205,337		205,337				ライブ取扱高 トリアツカイ ダカ						円 エン						202,823,761,000

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_16/12期_実績				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		290		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		14,793		16,710		17,682		16,290		13,855		15,878		95,208		15,731		14,237		16,496		17,306		16,823		16,205		96,798		192,006		49,185		46,023		46,464		50,334		192,006		192,006				アイオーク取扱高 トリアツカイ ダカ						円 エン						78,693,954,000

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_17/12期_予算				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		291		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		15,594		15,572		17,892		16,564		13,872		15,827		95,321		16,615		13,491		16,697		18,929		14,351		14,851		94,934		190,255		49,058		46,263		46,803		48,131		190,255		190,255				取扱高総合計※一撃・百烈含む トリアツカイ ダカ ソウ ゴウケイ イチゲキ ヒャク レツ フク						円 エン						324,745,258,000

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_17/12期_実績				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ

m-shirata: AUCNET四輪検査台数		292		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		14,982		16,402		19,240		17,048		15,211		17,389		100,272		15,467		14,360		16,718		16,891		17,022		15,587		96,045		196,317		50,624		49,648		46,545		49,500		196,317		196,317				取扱高合計※一撃・百烈除く イチゲキ ヒャク レツ ノゾ						円 エン						323,119,164,000

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_17/12期_予算比				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		293		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		96.1%		105.3%		107.5%		102.9%		109.7%		109.9%		105.2%		93.1%		106.4%		100.1%		89.2%		118.6%		105.0%		101.2%		103.2%		103.2%		107.3%		99.4%		102.8%		103.2%		103.2%

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_17/12期_前年比				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		294		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		101.3%		98.2%		108.8%		104.7%		109.8%		109.5%		105.3%		98.3%		100.9%		101.3%		97.6%		101.2%		96.2%		99.2%		102.2%		102.9%		107.9%		100.2%		98.3%		102.2%		102.2%

		四輪事業_TVAA出品・共有在庫検査台数_18/12期_予算				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		TVAA出品・共有在庫検査台数 シュッピン キョウユウ ザイコ ケンサ ダイスウ		295		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		16,049		15,543		17,184		17,610		13,195		15,664		95,245		18,190		14,013		16,459		19,347		14,442		16,349		98,800		194,045		48,776		46,469		48,662		50,138		194,045		194,045

		四輪事業_CS認定検査台数_15/12期_実績				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		296		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		9,979		10,608		11,720		11,701		9,867		11,593		65,468		12,983		10,182		13,673		14,094		13,233		13,932		78,097		143,565		32,307		33,161		36,838		41,259		143,565		143,565

		四輪事業_CS認定検査台数_16/12期_実績				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		297		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		13,399		15,257		16,524		15,881		13,953		16,378		91,392		15,725		14,300		16,674		16,694		19,507		19,783		102,683		194,075		45,180		46,212		46,699		55,984		194,075		194,075

		四輪事業_CS認定検査台数_17/12期_予算				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		298		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		15,595		15,858		17,155		16,497		15,595		17,005		97,705		16,337		15,595		17,308		17,328		17,130		15,597		99,295		197,000		48,608		49,097		49,240		50,055		197,000		197,000

		四輪事業_CS認定検査台数_17/12期_実績				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		299		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		17,236		23,698		28,152		19,295		17,208		20,470		126,059		22,497		18,800		21,602		22,895		21,591		20,800		128,185		254,244		69,086		56,973		62,899		65,286		254,244		254,244

		四輪事業_CS認定検査台数_17/12期_予算比				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		300		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		110.5%		149.4%		164.1%		117.0%		110.3%		120.4%		129.0%		137.7%		120.6%		124.8%		132.1%		126.0%		133.4%		129.1%		129.1%		142.1%		116.0%		127.7%		130.4%		129.1%		129.1%

		四輪事業_CS認定検査台数_17/12期_前年比				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		301		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		128.6%		155.3%		170.4%		121.5%		123.3%		125.0%		137.9%		143.1%		131.5%		129.6%		137.1%		110.7%		105.1%		124.8%		131.0%		152.9%		123.3%		134.7%		116.6%		131.0%		131.0%

		四輪事業_CS認定検査台数_18/12期_予算				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		CS認定検査台数 ニンテイ ケンサ ダイスウ		302		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		15,636		18,021		20,448		18,231		15,821		16,932		105,089		17,395		15,637		17,465		19,427		17,771		15,836		103,531		208,620		54,105		50,984		50,497		53,034		208,620		208,620

		四輪事業_受託検査台数_15/12期_実績				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		303		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		20,794		23,651		34,025		25,493		16,716		23,085		143,764		22,840		21,023		24,922		27,431		28,648		22,370		147,234		290,998		78,470		65,294		68,785		78,449		290,998		290,998

		四輪事業_受託検査台数_16/12期_実績				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		304		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		19,155		27,721		32,683		27,211		21,853		22,731		151,354		23,094		21,294		23,456		29,390		25,566		24,411		147,211		298,565		79,559		71,795		67,844		79,367		298,565		298,565

		四輪事業_受託検査台数_17/12期_予算				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		305		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		24,509		29,041		33,873		28,608		24,273		24,965		165,269		27,209		23,903		26,048		31,183		27,197		23,511		159,051		324,320		87,423		77,846		77,160		81,891		324,320		324,320

		四輪事業_受託検査台数_17/12期_実績				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		306		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		26,590		28,790		36,255		29,490		26,269		25,226		172,620		30,178		22,122		28,175		33,731		29,777		27,016		170,999		343,619		91,635		80,985		80,475		90,524		343,619		343,619

		四輪事業_受託検査台数_17/12期_予算比				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		307		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		108.5%		99.1%		107.0%		103.1%		108.2%		101.0%		104.4%		110.9%		92.5%		108.2%		108.2%		109.5%		114.9%		107.5%		106.0%		104.8%		104.0%		104.3%		110.5%		106.0%		106.0%

		四輪事業_受託検査台数_17/12期_前年比				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		308		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		138.8%		103.9%		110.9%		108.4%		120.2%		111.0%		114.1%		130.7%		103.9%		120.1%		114.8%		116.5%		110.7%		116.2%		115.1%		115.2%		112.8%		118.6%		114.1%		115.1%		115.1%

		四輪事業_受託検査台数_18/12期_予算				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		受託検査台数 ジュタク ケンサ ダイスウ		309		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		25,299		29,446		33,513		29,647		25,610		27,471		170,986		28,398		25,450		28,364		32,651		29,145		25,636		169,644		340,630		88,258		82,728		82,212		87,432		340,630		340,630

		四輪事業_四輪検査台数合計_15/12期_実績				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		310		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		47,932		51,652		64,806		56,488		42,781		52,788		316,447		53,426		44,781		55,289		60,017		58,008		51,932		323,453		639,900		164,390		152,057		153,496		169,957		639,900		639,900

		四輪事業_四輪検査台数合計_16/12期_実績				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		311		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		47,347		59,688		66,889		59,382		49,661		54,987		337,954		54,550		49,831		56,626		63,390		61,896		60,399		346,692		684,646		173,924		164,030		161,007		185,685		684,646		684,646

		四輪事業_四輪検査台数合計_17/12期_予算				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		312		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		55,698		60,471		68,920		61,669		53,740		57,797		358,295		60,161		52,989		60,053		67,440		58,678		53,959		353,280		711,575		185,089		173,206		173,203		180,077		711,575		711,575

		四輪事業_四輪検査台数合計_17/12期_実績				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		313		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		58,808		68,890		83,647		65,833		58,688		63,085		398,951		68,142		55,282		66,495		73,517		68,390		63,403		395,229		794,180		211,345		187,606		189,919		205,310		794,180		794,180

		四輪事業_四輪検査台数合計_17/12期_予算比				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		314		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		105.6%		113.9%		121.4%		106.8%		109.2%		109.1%		111.3%		113.3%		104.3%		110.7%		109.0%		116.6%		117.5%		111.9%		111.6%		114.2%		108.3%		109.7%		343.1%		111.6%		111.6%

		四輪事業_四輪検査台数合計_17/12期_前年比				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		315		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		124.2%		115.4%		125.1%		110.9%		118.2%		114.7%		118.0%		124.9%		110.9%		117.4%		116.0%		110.5%		105.0%		114.0%		116.0%		121.5%		114.4%		118.0%		331.4%		116.0%		116.0%

		四輪事業_四輪検査台数合計_18/12期_予算				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		四輪検査台数合計 ヨンリン ダイスウ ゴウケイ		316		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		56,984		63,010		71,145		65,488		54,626		60,067		371,320		63,983		55,100		62,288		71,425		61,358		57,821		371,975		743,295		191,139		180,181		181,371		190,604		743,295		743,295

		四輪事業_バイクオークション出品検査台数_15/12期_実績				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		317		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		3,201		3,499		4,052		5,649		3,842		4,029		24,272		6,275		3,192		3,557		5,506		3,697		3,354		25,581		49,853		10,752		13,520		13,024		12,557		49,853		49,853

		四輪事業_バイクオークション出品検査台数_16/12期_実績				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		318		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,122		3,277		4,969		5,222		3,467		4,495		24,552		5,572		2,838		4,502		4,629		3,540		3,565		24,646		49,198		11,368		13,184		12,912		11,734		49,198		49,198

		四輪事業_バイクオークション出品検査台数_17/12期_予算				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		319		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,104		4,113		5,044		5,199		3,182		5,044		25,686		5,199		4,113		4,113		5,199		5,044		3,182		26,850		52,536		12,261		13,425		13,425		13,425		52,536		52,536

		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 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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ

m-shirata: AUCNET二輪検査台数		320		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3,017		3,316		4,816		5,030		3,294		4,621		24,094		5,353		4,111		4,015		4,564		4,394		3,130		25,567		49,661		11,149		12,945		13,479		12,088		49,661		49,661

		四輪事業_バイクオークション出品検査台数_17/12期_予算比				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		321		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		97.2%		80.6%		95.5%		96.7%		103.5%		91.6%		93.8%		103.0%		100.0%		97.6%		87.8%		87.1%		98.4%		95.2%		94.5%		90.9%		96.4%		100.4%		90.0%		94.5%		94.5%

		四輪事業_バイクオークション出品検査台数_17/12期_前年比				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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		322		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		96.6%		101.2%		96.9%		96.3%		95.0%		102.8%		98.1%		96.1%		144.9%		89.2%		98.6%		124.1%		87.8%		103.7%		100.9%		98.1%		98.2%		104.4%		103.0%		100.9%		100.9%

		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 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検査台数 シュッピン ケンサ ダイスウ		323		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,182		4,268		5,199		5,354		3,337		5,199		26,539		5,354		4,268		4,268		5,354		5,199		3,337		27,780		54,319		12,649		13,890		13,890		13,890		54,319		54,319

		四輪事業_車両検査台数合計_15/12期_実績				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		324		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		51,133		55,151		68,858		62,137		46,623		56,817		340,719		59,701		47,973		58,846		65,523		61,705		55,286		349,034		689,753		175,142		165,577		166,520		182,514		689,753		689,753

		四輪事業_車両検査台数合計_16/12期_実績				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		325		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		50,469		62,965		71,858		64,604		53,128		59,482		362,506		60,122		52,669		61,128		68,019		65,436		63,964		371,338		733,844		185,292		177,214		173,919		197,419		733,844		733,844

		四輪事業_車両検査台数合計_17/12期_予算				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		326		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		58,802		64,584		73,964		66,868		56,922		62,841		383,981		65,360		57,102		64,166		72,639		63,722		57,141		380,130		764,111		197,350		186,631		186,628		193,502		764,111		764,111

		四輪事業_車両検査台数合計_17/12期_実績				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		327		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		61,825		72,206		88,463		70,863		61,982		67,706		423,045		73,495		59,393		70,510		78,081		72,784		66,533		420,796		843,841		222,494		200,551		203,398		217,398		843,841		843,841

		四輪事業_車両検査台数合計_17/12期_予算比				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		328		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		105.1%		111.8%		119.6%		106.0%		108.9%		107.7%		110.2%		112.4%		104.0%		109.9%		107.5%		114.2%		116.4%		110.7%		110.4%		112.7%		107.5%		109.0%		112.3%		110.4%		110.4%

		四輪事業_車両検査台数合計_17/12期_前年比				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		329		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		122.5%		114.7%		123.1%		109.7%		116.7%		113.8%		116.7%		122.2%		112.8%		115.3%		114.8%		111.2%		104.0%		113.3%		115.0%		120.1%		113.2%		116.9%		110.1%		115.0%		115.0%

		四輪事業_車両検査台数合計_18/12期_予算				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		車両検査台数合計 シャリョウ ケンサ ダイスウ ゴウケイ		330		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		60,166		67,278		76,344		70,842		57,963		65,266		397,859		69,337		59,368		66,556		76,779		66,557		61,158		399,755		797,614		203,788		194,071		195,261		204,494		797,614		797,614
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Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力セレクト出品台数
		1.0		2.0		3.0		4.0		9月まで累計		9月まで実積

		___										336								1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		上期合計 カミキ ゴウケイ		７月 ガツ		８月		９月		１０月		１１月		１２月		下期合計 シモキ ゴウケイ		通期合計 ツウキ ゴウケイ										実績 ジッセキ		通期見通し ツウキ ミトオ

		中古PC_PCリアル出品台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		337		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		7,460		10,210		13,391		8,447		6,668		8,740		54,916		8,493		5,074		6,506		9,093		8,166		6,976		44,308		99,224		31,061		23,855		20,073		24,235		99,224		99,224

		中古PC_PCリアル出品台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		338		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		10,180		8,676		9,574		8,975		9,537		9,377		56,319		12,229		8,980		12,754		10,122		9,100		7,942		61,127		117,446		28,430		27,889		33,963		27,164		117,446		117,446

		中古PC_PCリアル出品台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		339		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		11,800		10,300		11,600		10,600		10,800		11,400		66,500		14,200		10,200		14,800		12,100		12,100		9,000		72,400		138,900		33,700		32,800		39,200		33,200		138,900		138,900

		中古PC_PCリアル出品台数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		340		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		9,599		11,823		12,041		9,268		8,152		12,575		63,458		13,635		10,763		19,877		11,548		11,822		15,234		82,879		146,337		33,463		29,995		44,275		38,604		146,337		146,337

		中古PC_PCリアル出品台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		341		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		81.3%		114.8%		103.8%		87.4%		75.5%		110.3%		95.4%		96.0%		105.5%		134.3%		95.4%		97.7%		169.3%		114.5%		105.4%		99.3%		91.4%		112.9%		116.3%		105.4%		105.4%

		中古PC_PCリアル出品台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		342		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		94.3%		136.3%		125.8%		103.3%		85.5%		134.1%		112.7%		111.5%		119.9%		155.8%		114.1%		129.9%		191.8%		135.6%		124.6%		117.7%		107.6%		130.4%		142.1%		124.6%		124.6%

		中古PC_PCリアル出品台数_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル出品台数 シュッピン ダイスウ		343		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		12,200		10,700		12,100		11,000		11,100		11,900		69,000		15,200		10,800		15,800		12,900		12,900		9,600		77,200		146,200		35,000		34,000		41,800		35,400		146,200		146,200

		中古PC_PCリアル成約台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		344		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		5,649		8,330		11,884		6,960		6,017		7,873		46,713		7,855		5,013		5,758		7,983		6,372		5,615		38,596		85,309		25,863		20,850		18,626		19,970		85,309		85,309

		中古PC_PCリアル成約台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		345		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		8,208		6,195		8,362		7,307		8,037		7,737		45,846		9,597		6,235		8,944		6,940		6,892		5,292		43,900		89,746		22,765		23,081		24,776		19,124		89,746		89,746

		中古PC_PCリアル成約台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		346		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		9,000		7,000		9,400		8,100		8,600		8,700		50,800		10,800		6,920		10,100		8,560		8,560		6,420		51,360		102,160		25,400		25,400		27,820		23,540		102,160		102,160

		中古PC_PCリアル成約台数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		347		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		7,939		9,956		9,531		8,063		7,324		10,000		52,813		9,832		7,590		13,555		8,952		10,431		10,834		61,194		114,007		27,426		25,387		30,977		30,217		114,007		114,007

		中古PC_PCリアル成約台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		348		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		88.2%		142.2%		101.4%		99.5%		85.2%		114.9%		104.0%		91.0%		109.7%		134.2%		104.6%		121.9%		168.8%		119.1%		111.6%		108.0%		99.9%		111.3%		128.4%		111.6%		111.6%

		中古PC_PCリアル成約台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		349		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		96.7%		160.7%		114.0%		110.3%		91.1%		129.2%		115.2%		102.4%		121.7%		151.6%		129.0%		151.3%		204.7%		139.4%		127.0%		120.5%		110.0%		125.0%		158.0%		127.0%		127.0%

		中古PC_PCリアル成約台数_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		PCリアル成約台数 セイヤク ダイスウ		350		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		9,200		7,200		9,650		8,300		8,750		8,950		52,050		11,400		7,280		10,700		9,040		9,040		6,780		54,240		106,290		26,050		26,000		29,380		24,860		106,290		106,290

		中古PC_ORIX BPO出品台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		351		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,529		3,190		3,139		4,228		3,956		5,114		22,156		4,638		3,951		4,010		4,614		3,646		3,677		24,536		46,692		8,858		13,298		12,599		11,937		46,692		46,692

		中古PC_ORIX BPO出品台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		352		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,546		2,812		3,266		4,112		2,828		2,414		18,978		4,018		2,940		3,750		2,670		4,068		1,547		18,993		37,971		9,624		9,354		10,708		8,285		37,971		37,971

		中古PC_ORIX BPO出品台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		353		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,600		2,900		3,300		4,200		2,900		2,500		19,400		4,100		3,000		3,700		3,700		3,700		1,400		19,600		39,000		9,800		9,600		10,800		8,800		39,000		39,000

		中古PC_ORIX BPO出品台数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		354		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3,117		2,033		2,995		3,154		2,883		2,834		17,016		2,485		3,922		2,547		2,512		3,164		2,093		16,723		33,739		8,145		8,871		8,954		7,769		33,739		33,739

		中古PC_ORIX BPO出品台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		355		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		86.6%		70.1%		90.8%		75.1%		99.4%		113.4%		87.7%		60.6%		130.7%		68.8%		67.9%		85.5%		149.5%		85.3%		86.5%		83.1%		92.4%		82.9%		88.3%		86.5%		86.5%

		中古PC_ORIX BPO出品台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		356		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		87.9%		72.3%		91.7%		76.7%		101.9%		117.4%		89.7%		61.8%		133.4%		67.9%		94.1%		77.8%		135.3%		88.0%		88.9%		84.6%		94.8%		83.6%		93.8%		88.9%		88.9%

		中古PC_ORIX BPO出品台数_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO出品台数 シュッピン ダイスウ		357		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,600		2,900		3,300		4,200		2,900		2,500		19,400		4,100		3,000		3,700		3,700		3,700		1,400		19,600		39,000		9,800		9,600		10,800		8,800		39,000		39,000

		中古PC_ORIX BPO成約台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		358		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,356		3,190		3,103		4,213		3,835		4,961		21,658		4,575		3,762		3,976		4,587		3,575		3,675		24,150		45,808		8,649		13,009		12,313		11,837		45,808		45,808

		中古PC_ORIX BPO成約台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		359		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,509		2,807		3,176		4,060		2,768		2,396		18,716		3,494		2,902		3,675		2,636		4,067		1,491		18,265		36,981		9,492		9,224		10,071		8,194		36,981		36,981

		中古PC_ORIX BPO成約台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		360		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,510		2,810		3,180		4,060		2,770		2,400		18,730		3,500		2,910		3,680		3,630		3,630		1,380		18,730		37,460		9,500		9,230		10,090		8,640		37,460		37,460

		中古PC_ORIX BPO成約台数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		361		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3,100		2,027		2,799		3,109		2,837		2,810		16,682		2,413		3,896		2,544		2,425		3,138		2,084		16,500		33,182		7,926		8,756		8,853		7,647		33,182		33,182

		中古PC_ORIX BPO成約台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		362		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		88.3%		72.1%		88.0%		76.6%		102.4%		117.1%		89.1%		68.9%		133.9%		69.1%		66.8%		86.4%		151.0%		88.1%		88.6%		83.4%		94.9%		87.7%		88.5%		88.6%		88.6%

		中古PC_ORIX BPO成約台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		363		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		88.3%		72.2%		88.1%		76.6%		102.5%		117.3%		89.1%		69.1%		134.3%		69.2%		92.0%		77.2%		139.8%		90.3%		89.7%		83.5%		94.9%		87.9%		93.3%		89.7%		89.7%

		中古PC_ORIX BPO成約台数_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		ORIX BPO成約台数 セイヤク ダイスウ		364		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,510		2,810		3,180		4,060		2,770		2,400		18,730		3,500		2,910		3,680		3,630		3,630		1,380		18,730		37,460		9,500		9,230		10,090		8,640		37,460		37,460

		中古PC_リアルタイムオークション出品台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		365		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		9,989		13,400		16,530		12,675		10,624		13,854		77,072		13,131		9,025		10,516		13,707		11,812		10,653		68,844		145,916		39,919		37,153		32,672		36,172		145,916		145,916

		中古PC_リアルタイムオークション出品台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		366		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		13,726		11,488		12,840		13,087		12,365		11,791		75,297		16,247		11,920		16,504		12,792		13,168		9,489		80,120		155,417		38,054		37,243		44,671		35,449		155,417		155,417

		中古PC_リアルタイムオークション出品台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		367		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		15,400		13,200		14,900		14,800		13,700		13,900		85,900		18,300		13,200		18,500		15,800		15,800		10,400		92,000		177,900		43,500		42,400		50,000		42,000		177,900		177,900

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		368		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		12,716		13,856		15,036		12,422		11,035		15,409		80,474		16,120		14,685		22,424		14,060		14,986		17,327		99,602		180,076		41,608		38,866		53,229		46,373		180,076		180,076

		中古PC_リアルタイムオークション出品台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		369		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		82.6%		105.0%		100.9%		83.9%		80.5%		110.9%		93.7%		88.1%		111.3%		121.2%		89.0%		94.8%		166.6%		108.3%		101.2%		95.7%		91.7%		106.5%		110.4%		101.2%		101.2%

		中古PC_リアルタイムオークション出品台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		370		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		92.6%		120.6%		117.1%		94.9%		89.2%		130.7%		106.9%		99.2%		123.2%		135.9%		109.9%		113.8%		182.6%		124.3%		115.9%		109.3%		104.4%		119.2%		130.8%		115.9%		115.9%

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション出品台数 シュッピン ダイスウ		371		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		15,800		13,600		15,400		15,200		14,000		14,400		88,400		19,300		13,800		19,500		16,600		16,600		11,000		96,800		185,200		44,800		43,600		52,600		44,200		185,200		185,200

		中古PC_リアルタイムオークション成約台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		372		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		8,005		11,520		14,987		11,173		9,852		12,834		68,371		12,430		8,775		9,734		12,570		9,947		9,290		62,746		131,117		34,512		33,859		30,939		31,807		131,117		131,117

		中古PC_リアルタイムオークション成約台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		373		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		11,717		9,002		11,538		11,367		10,805		10,133		64,562		13,091		9,137		12,619		9,576		10,959		6,783		62,165		126,727		32,257		32,305		34,847		27,318		126,727		126,727

		中古PC_リアルタイムオークション成約台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		374		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		12,510		9,810		12,580		12,160		11,370		11,100		69,530		14,300		9,830		13,780		12,190		12,190		7,800		70,090		139,620		34,900		34,630		37,910		32,180		139,620		139,620

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		375		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		11,039		11,983		12,330		11,172		10,161		12,810		69,495		12,245		11,486		16,099		11,377		13,569		12,918		77,694		147,189		35,352		34,143		39,830		37,864		147,189		147,189

		中古PC_リアルタイムオークション成約台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		376		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		88.2%		122.2%		98.0%		91.9%		89.4%		115.4%		99.9%		85.6%		116.8%		116.8%		93.3%		111.3%		165.6%		110.8%		105.4%		101.3%		98.6%		105.1%		117.7%		105.4%		105.4%

		中古PC_リアルタイムオークション成約台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		377		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		94.2%		133.1%		106.9%		98.3%		94.0%		126.4%		107.6%		93.5%		125.7%		127.6%		118.8%		123.8%		190.4%		125.0%		116.1%		109.6%		105.7%		114.3%		138.6%		116.1%		116.1%

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約台数 セイヤク ダイスウ		378		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		12,710		10,010		12,830		12,360		11,520		11,350		70,780		14,900		10,190		14,380		12,670		12,670		8,160		72,970		143,750		35,550		35,230		39,470		33,500		143,750		143,750

		中古PC_リアルタイムオークション成約率_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		379		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		80.1%		86.0%		90.7%		88.1%		92.7%		92.6%		88.7%		94.7%		97.2%		92.6%		91.7%		84.2%		87.2%		91.1%		89.9%		86.5%		91.1%		94.7%		87.9%		89.9%		89.9%

		中古PC_リアルタイムオークション成約率_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		380		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		85.4%		78.4%		89.9%		86.9%		87.4%		85.9%		85.7%		80.6%		76.7%		76.5%		74.9%		83.2%		71.5%		77.6%		81.5%		84.8%		86.7%		78.0%		77.1%		81.5%		81.5%

		中古PC_リアルタイムオークション成約率_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		381		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		81.2%		74.3%		84.4%		82.2%		83.0%		79.9%		80.9%		78.1%		74.5%		74.5%		77.2%		77.2%		75.0%		76.2%		78.5%		80.2%		81.7%		75.8%		76.6%		78.5%		78.5%

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		382		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		86.8%		86.5%		82.0%		89.9%		92.1%		83.1%		86.4%		76.0%		78.2%		71.8%		80.9%		90.5%		74.6%		1		81.7%		85.0%		87.8%		74.8%		81.7%		81.7%		81.7%

		中古PC_リアルタイムオークション成約率_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		383		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		5.6pt		12.2pt		▲2.4pt		7.8pt		9.1pt		3.3pt		5.4pt		▲2.2pt		3.7pt		▲2.7pt		3.8pt		13.4pt		▲0.4pt		1.8pt		3.3pt		4.7pt		6.2pt		▲1.0pt		5.0pt		3.3pt		3.3pt

		中古PC_リアルタイムオークション成約率_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		384		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		1.4pt		8.1pt		▲7.9pt		3.1pt		4.7pt		▲2.8pt		0.6pt		▲4.6pt		1.6pt		▲4.7pt		6.1pt		7.3pt		3.1pt		0.4pt		0.2pt		0.2pt		1.1pt		▲3.2pt		4.6pt		0.2pt		0.2pt

		中古PC_リアルタイム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 ジギョウ		中古PC チュウコ		リアルタイムオークション成約率 セイヤク リツ		385		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		80.4%		73.6%		83.3%		81.3%		82.3%		78.8%		80.1%		77.2%		73.8%		73.7%		76.3%		76.3%		74.2%		75.4%		77.6%		79.4%		80.8%		75.0%		75.8%		77.6%		77.6%

		中古PC_セレクトマーケット出品台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		386		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		4,849		2,819		7,912		6,821		4,480		4,961		31,842		7,249		5,791		3,187		4,230		5,964		7,817		34,238		66,080		15,580		16,262		16,227		18,011		66,080		66,080

		中古PC_セレクトマーケット出品台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		387		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		6,561		10,406		11,472		5,618		23,000		10,050		67,107		14,117		18,124		20,348		14,398		9,394		40,202		116,583		183,690		28,439		38,668		52,589		63,994		183,690		183,690

		中古PC_セレクトマーケット出品台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		388		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		66,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		66,000		132,000		33,000		33,000		33,000		33,000		132,000		132,000

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		389		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		9,433		9,566		7,910		14,879		21,582		23,104		86,474		19,291		13,537		17,120		18,563		14,495		43,248		126,254		212,728		26,909		59,565		49,948		76,306		212,728		212,728

		中古PC_セレクトマーケット出品台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		390		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		85.8%		87.0%		71.9%		135.3%		196.2%		210.0%		131.0%		175.4%		123.1%		155.6%		168.8%		131.8%		393.2%		191.3%		161.2%		81.5%		180.5%		151.4%		231.2%		161.2%		161.2%

		中古PC_セレクトマーケット出品台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		391		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		143.8%		91.9%		69.0%		264.8%		93.8%		229.9%		128.9%		136.7%		74.7%		84.1%		128.9%		154.3%		107.6%		108.3%		115.8%		94.6%		154.0%		95.0%		119.2%		115.8%		115.8%

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット出品台数 シュッピン ダイスウ		392		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		66,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		66,000		132,000		33,000		33,000		33,000		33,000		132,000		132,000

		中古PC_セレクトマーケット成約台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		393		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		443		182		477		444		638		245		2,429		1,174		711		141		275		1,134		200		3,635		6,064		1,102		1,327		2,026		1,609		6,064		6,064

		中古PC_セレクトマーケット成約台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		394		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		4,076		733		1,877		566		354		435		8,041		779		2,011		1,082		1,124		2,812		5,917		13,725		21,766		6,686		1,355		3,872		9,853		21,766		21,766

		中古PC_セレクトマーケット成約台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		395		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		7,920		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		7,920		15,840		3,960		3,960		3,960		3,960		15,840		15,840

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		396		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,694		1,830		860		4,966		2,473		2,853		15,676		4,801		4,642		3,193		6,909		5,116		25,656		50,317		65,993		5,384		10,292		12,636		37,681		65,993		65,993

		中古PC_セレクトマーケット成約台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		397		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		204.1%		138.6%		65.2%		376.2%		187.3%		216.1%		197.9%		363.7%		351.7%		241.9%		523.4%		387.6%		1943.6%		635.3%		416.6%		136.0%		259.9%		319.1%		951.5%		416.6%		416.6%

		中古PC_セレクトマーケット成約台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		398		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		66.1%		249.7%		45.8%		877.4%		698.6%		655.9%		195.0%		616.3%		230.8%		295.1%		614.7%		181.9%		433.6%		366.6%		303.2%		80.5%		759.6%		326.3%		382.4%		303.2%		303.2%

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約台数 セイヤク ダイスウ		399		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		7,920		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		1,320		7,920		15,840		3,960		3,960		3,960		3,960		15,840		15,840

		中古PC_セレクトマーケット成約率_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		400		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		9.1%		6.5%		6.0%		6.5%		14.2%		4.9%		7.6%		16.2%		12.3%		4.4%		6.5%		19.0%		2.6%		10.6%		9.2%		7.1%		8.2%		12.5%		8.9%		9.2%		9.2%

		中古PC_セレクトマーケット成約率_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		401		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		62.1%		7.0%		16.4%		10.1%		1.5%		4.3%		12.0%		5.5%		11.1%		5.3%		7.8%		29.9%		14.7%		11.8%		11.8%		23.5%		3.5%		7.4%		15.4%		11.8%		11.8%

		中古PC_セレクトマーケット成約率_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		402		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		403		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		28.6%		19.1%		10.9%		33.4%		11.5%		12.3%		18.1%		24.9%		34.3%		18.7%		37.2%		35.3%		59.3%		0		31.0%		20.0%		17.3%		25.3%		49.4%		31.0%		31.0%

		中古PC_セレクトマーケット成約率_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		404		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		16.6pt		7.1pt		▲1.1pt		21.4pt		▲0.5pt		0.3pt		6.1pt		12.9pt		22.3pt		6.7pt		25.2pt		23.3pt		47.3pt		27.9pt		19.0pt		8.0pt		5.3pt		13.3pt		37.4pt		19.0pt		19.0pt

		中古PC_セレクトマーケット成約率_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		405		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		▲33.6pt		12.1pt		▲5.5pt		23.3pt		9.9pt		8.0pt		6.1pt		19.4pt		23.2pt		13.3pt		29.4pt		5.4pt		44.6pt		28.1pt		19.2pt		▲3.5pt		13.8pt		17.9pt		34.0pt		19.2pt		19.2pt

		中古PC_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 ジギョウ		中古PC チュウコ		セレクトマーケット成約率 セイヤク リツ		406		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		0		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%		12.0%

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		407		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		14,838		16,219		24,442		19,496		15,104		18,815		108,914		20,380		14,816		13,703		17,937		17,776		18,470		103,082		211,996		55,499		53,415		48,899		54,183		211,996		211,996

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		408		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		20,287		21,894		24,312		18,705		35,365		21,841		142,404		30,364		30,044		36,852		27,190		22,562		49,691		196,703		339,107		66,493		75,911		97,260		99,443		339,107		339,107

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		409		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		26,400		24,200		25,900		25,800		24,700		24,900		151,900		29,300		24,200		29,500		26,800		26,800		21,400		158,000		309,900		76,500		75,400		83,000		75,000		309,900		309,900

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		410		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		22,149		23,422		22,946		27,301		32,617		38,513		166,948		35,411		28,222		39,544		32,623		29,481		60,575		225,856		392,804		68,517		98,431		103,177		122,679		392,804		392,804

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		411		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		83.9%		96.8%		88.6%		105.8%		132.1%		154.7%		109.9%		120.9%		116.6%		134.0%		121.7%		110.0%		283.1%		142.9%		126.8%		89.6%		130.5%		124.3%		163.6%		126.8%		126.8%

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		412		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		109.2%		107.0%		94.4%		146.0%		92.2%		176.3%		117.2%		116.6%		93.9%		107.3%		120.0%		130.7%		121.9%		114.8%		115.8%		103.0%		129.7%		106.1%		123.4%		115.8%		115.8%

		中古PC_中古PCオークション出品台数合計_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション出品台数合計 チュウコ シュッピン ダイスウ ゴウケイ		413		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		26,800		24,600		26,400		26,200		25,000		25,400		154,400		30,300		24,800		30,500		27,600		27,600		22,000		162,800		317,200		77,800		76,600		85,600		77,200		317,200		317,200

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		414		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		8,448		11,702		15,464		11,617		10,490		13,079		70,800		13,604		9,486		9,875		12,845		11,081		9,490		66,381		137,181		35,614		35,186		32,965		33,416		137,181		137,181

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		415		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		15,793		9,735		13,415		11,933		11,159		10,568		72,603		13,870		11,148		13,701		10,700		13,771		12,700		75,890		148,493		38,943		33,660		38,719		37,171		148,493		148,493

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		416		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		13,830		11,130		13,900		13,480		12,690		12,420		77,450		15,620		11,150		15,100		13,510		13,510		9,120		78,010		155,460		38,860		38,590		41,870		36,140		155,460		155,460

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		417		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		13,733		13,813		13,190		16,138		12,634		15,663		85,171		17,046		16,128		19,292		18,286		18,685		38,574		128,011		213,182		40,736		44,435		52,466		75,545		213,182		213,182

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		418		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		99.3%		124.1%		94.9%		119.7%		99.6%		126.1%		110.0%		109.1%		144.6%		127.8%		135.4%		138.3%		423.0%		164.1%		137.1%		104.8%		115.1%		125.3%		209.0%		137.1%		137.1%

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		419		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		87.0%		141.9%		98.3%		135.2%		113.2%		148.2%		117.3%		122.9%		144.7%		140.8%		170.9%		135.7%		303.7%		168.7%		143.6%		104.6%		132.0%		135.5%		203.2%		143.6%		143.6%

		中古PC_中古PCオークション成約台数合計_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約台数合計 チュウコ セイヤク ダイスウ ゴウケイ		420		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		14,030		11,330		14,150		13,680		12,840		12,670		78,700		16,220		11,510		15,700		13,990		13,990		9,480		80,890		159,590		39,510		39,190		43,430		37,460		159,590		159,590

		中古PC_中古PCオークション成約率_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		421		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		56.9%		72.1%		63.3%		59.6%		69.5%		69.5%		65.0%		66.8%		64.0%		72.1%		71.6%		62.3%		51.4%		64.4%		64.7%		64.2%		65.9%		67.4%		61.7%		64.7%		64.7%

		中古PC_中古PCオークション成約率_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		422		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		77.8%		44.5%		55.2%		63.8%		31.6%		48.4%		51.0%		45.7%		37.1%		37.2%		39.4%		61.0%		25.6%		38.6%		43.8%		58.6%		44.3%		39.8%		37.4%		43.8%		43.8%

		中古PC_中古PCオークション成約率_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		423		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		52.4%		46.0%		53.7%		52.2%		51.4%		49.9%		51.0%		53.3%		46.1%		51.2%		50.4%		50.4%		42.6%		49.4%		50.2%		50.8%		51.2%		50.4%		48.2%		50.2%		50.2%																																												円 エン

		中古PC_中古PC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 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		424		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		62.0%		59.0%		57.5%		59.1%		38.7%		40.7%		51.0%		48.1%		57.1%		48.8%		56.1%		63.4%		63.7%		1		54.3%		59.5%		45.1%		50.9%		61.6%		54.3%		54.3%

		中古PC_中古PCオークション成約率_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		425		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		9.6pt		13.0pt		3.8pt		6.9pt		▲12.6pt		▲9.2pt		0.0pt		▲5.2pt		11.1pt		▲2.4pt		5.6pt		13.0pt		21.1pt		7.3pt		4.1pt		8.7pt		▲6.0pt		0.4pt		13.4pt		4.1pt		4.1pt

		中古PC_中古PCオークション成約率_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		426		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		▲15.8pt		14.5pt		2.3pt		▲4.7pt		7.2pt		▲7.7pt		0.0pt		2.5pt		20.0pt		11.6pt		16.7pt		2.3pt		38.1pt		18.1pt		10.5pt		0.9pt		0.8pt		11.0pt		24.2pt		10.5pt		10.5pt

																																																																																																								

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力セレクト出品台数
		

m-shirata: 各会場より月額利用料をもらっている		中古PC_中古PC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 ジギョウ		中古PC チュウコ		中古PCオークション成約率 チュウコ セイヤク リツ		427		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		52.4%		46.1%		53.6%		52.2%		51.4%		49.9%		51.0%		53.5%		46.4%		51.5%		50.7%		50.7%		43.1%		0		50.3%		50.8%		51.2%		50.7%		48.5%		50.3%		50.3%

		中古PC_取扱高_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		428		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		93,273,050		71,199,510		87,229,150		77,854,950		78,867,650		76,727,800		485,152,110		106,008,372		93,285,506		96,494,050		97,431,988		104,481,650		130,757,325		628,458,891		1,113,611,001		251,701,710		233,450,400		295,787,928		332,670,963		1,113,611,001		-

		中古PC_取扱高_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		429		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		163,886,520		117,379,560		98,036,100		127,822,300		91,381,556		173,479,157		771,985,193		82,368,905		81,841,793		129,885,257		105,980,302		148,164,827		79,080,450		627,321,534		1,399,306,727		379,302,180		392,683,013		294,095,955		333,225,579		1,399,306,727		-

		中古PC_取扱高_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		430		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		175.7%		164.9%		112.4%		164.2%		115.9%		226.1%		159.1%		77.7%		87.7%		134.6%		108.8%		141.8%		60.5%		99.8%		125.7%		150.7%		168.2%		99.4%		100.2%		125.7%		-

		中古PC_会員数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		431		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		234		243		252		256		258		242		242		247		239		243		229		225		224		224		224		252		242		243		224		224		224				項目 コウモク						単位 タンイ						15/12期　通期実績 キ ツウキ ジッセキ

		中古PC_会員数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		432		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		227		225		230		230		228		231		231		240		252		247		251		255		239		239		239		230		231		247		239		239		239				中古PC　取扱高 チュウコ トリアツカイ ダカ						円 エン						1,039,075,479

		中古PC_会員数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		433		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		252		254		256		258		260		262		262		264		266		268		270		272		265		265		265		256		262		268		265		265		265

		中古PC_会員数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		434		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		240		247		267		270		271		279		279		284		292		294		297		300		286		286		286		267		279		294		286		286		286

		中古PC_会員数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		435		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		95.2%		97.2%		104.3%		104.7%		104.2%		106.5%		106.5%		107.6%		109.8%		109.7%		110.0%		110.3%		107.9%		107.9%		107.9%		104.3%		106.5%		109.7%		107.9%		107.9%		107.9%

		中古PC_会員数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		436		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		105.7%		109.8%		116.1%		117.4%		118.9%		120.8%		120.8%		118.3%		115.9%		119.0%		118.3%		117.6%		119.7%		119.7%		119.7%		116.1%		120.8%		119.0%		119.7%		119.7%		119.7%

		中古PC_会員数_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古PC チュウコ		会員数 カイインスウ		437		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		267		269		271		273		275		277		277		279		281		283		285		287		280		280		280		271		277		283		280		280		280

		中古スマートフォン_売上高_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		438		百万円 ヒャクマンエン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		189		431		276		571		203		243		1,912		436		397		210		561		561		189		2,354		4,267		896		1,017		1,044		1,311		4,267		4,267

		中古スマートフォン_売上高_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		439		百万円 ヒャクマンエン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		462		579		522		258		333		481		2,634		356		251		270		500		715		491		2,583		5,217		1,563		1,071		877		1,706		5,217		5,217

		中古スマートフォン_売上高_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		440		百万円 ヒャクマンエン		17/12期 キ		予算 ヨサン		390		390		486		327		337		369		2,299		337		337		305		717		813		781		3,290		5,589		1,266		1,033		979		2,311		5,589		5,589

		中古スマートフォン_売上高_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		441		百万円 ヒャクマンエン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		415		336		502		334		362		323		2,271		298		271		194		291		153		383		1,590		3,861		1,252		1,019		763		827		3,861		3,861

		中古スマートフォン_売上高_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		442		百万円 ヒャクマンエン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		106.2%		86.0%		103.3%		102.1%		107.4%		87.7%		98.8%		88.4%		80.4%		63.6%		40.6%		18.8%		49.0%		48.3%		69.1%		98.9%		98.7%		77.9%		35.8%		69.1%		69.1%

		中古スマートフォン_売上高_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		443		百万円 ヒャクマンエン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		89.9%		58.0%		96.1%		129.4%		108.8%		67.3%		86.2%		83.8%		107.8%		71.9%		58.2%		21.4%		78.0%		61.6%		74.0%		80.1%		95.1%		87.0%		48.5%		74.0%		74.0%

		中古スマートフォン_売上高_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上高 ウリアゲ ダカ		444		百万円 ヒャクマンエン		18/12期 キ		予算 ヨサン		507		411		507		411		411		411		2,659		421		358		295		760		792		760		3,387		6,046		1,424		1,234		1,074		2,313		6,046		6,046

		中古スマートフォン_出品・落札台数_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		445		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		76,864		46,980		112,528		118,093		42,901		53,931		451,297		103,807		74,378		52,455		178,914		188,226		52,162		649,942		1,101,239		236,372		214,925		230,640		419,302		1,101,239		1,101,239

		中古スマートフォン_出品・落札台数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		446		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		156,192		182,017		247,474		101,544		107,755		107,362		902,344		93,284		70,358		77,101		132,978		206,551		159,955		740,227		1,642,571		585,683		316,661		240,743		499,484		1,642,571		1,642,571

		中古スマートフォン_出品・落札台数_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		447		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		125,000		125,000		155,000		105,000		110,000		120,000		740,000		110,000		110,000		100,000		230,000		260,000		250,000		1,060,000		1,800,000		405,000		335,000		320,000		740,000		1,800,000		1,800,000

		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 ジギョウ		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		448		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		145,687		115,143		140,293		112,115		141,743		126,848		781,829		109,137		101,418		104,330		124,383		133,726		139,190		712,184		1,494,013		401,123		380,706		314,885		397,299		1,494,013		1,494,013

		中古スマートフォン_出品・落札台数_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		449		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		116.5%		92.1%		90.5%		106.8%		128.9%		105.7%		105.7%		99.2%		92.2%		104.3%		54.1%		51.4%		55.7%		67.2%		83.0%		99.0%		113.6%		98.4%		53.7%		83.0%		83.0%

		中古スマートフォン_出品・落札台数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		450		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		93.3%		63.3%		56.7%		110.4%		131.5%		118.1%		86.6%		117.0%		144.1%		135.3%		93.5%		64.7%		87.0%		96.2%		91.0%		68.5%		120.2%		130.8%		79.5%		91.0%		91.0%

		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 ジギョウ		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		451		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		170,000		140,000		170,000		140,000		140,000		140,000		900,000		145,000		125,000		105,000		265,000		275,000		265,000		1,180,000		2,080,000		480,000		420,000		375,000		805,000		2,080,000		2,080,000

		中古スマートフォン_取扱高_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		452		百万円 （ヒャ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		909,688,000		1,304,031,000		2,076,507,000		1,683,329,000		675,860,000		847,072,000		7,496,487,000		1,822,964,000		1,291,342,000		856,599,000		2,515,071,000		3,217,540,000		741,379,000		10,444,895,000		17,941,382,000		4,290,226,000		3,206,261,000		3,970,905,000		6,473,990,000		17,941,382,000		-

		中古スマートフォン_取扱高_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		453		百万円 （ヒャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,081,078,000		2,288,557,000		2,303,419,000		864,349,000		1,308,785,000		1,208,455,000		10,054,643,000		1,195,890,000		874,737,000		870,535,000		2,535,026,000		3,443,124,000		2,806,225,000		11,725,537,000		21,780,180,000		6,673,054,000		3,381,589,000		2,941,162,000		8,784,375,000		21,780,180,000		-

		中古スマートフォン_取扱高_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		454		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,375,000,000		1,375,000,000		1,705,000,000		1,155,000,000		1,210,000,000		1,320,000,000		8,140,000,000		1,331,000,000		1,331,000,000		1,210,000,000		2,783,000,000		3,146,000,000		3,025,000,000		12,826,000,000		20,966,000,000		4,455,000,000		3,685,000,000		3,872,000,000		8,954,000,000		20,966,000,000		-

		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 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		455		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,226,905,000		1,499,120,000		2,496,656,000		1,998,422,000		2,432,933,000		2,497,629,000		13,151,665,000		2,202,990,000		1,837,673,183		1,693,344,000		2,178,453,000		1,536,258,000		2,666,766,000		12,115,484,183		25,267,149,183		6,222,681,000		6,928,984,000		5,734,007,183		6,381,477,000		25,267,149,183		-

		中古スマートフォン_取扱高_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		456		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		162.0%		109.0%		146.4%		173.0%		201.1%		189.2%		161.6%		165.5%		138.1%		139.9%		78.3%		48.8%		88.2%		94.5%		120.5%		139.7%		188.0%		148.1%		71.3%		120.5%		-

		中古スマートフォン_取扱高_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		457		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		107.0%		65.5%		108.4%		231.2%		185.9%		206.7%		130.8%		184.2%		210.1%		194.5%		85.9%		44.6%		95.0%		103.3%		116.0%		93.3%		204.9%		195.0%		72.6%		116.0%		-

		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 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱高 トリアツカイ ダカ		458		百万円 （ヒャ		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,813,900,000		1,493,800,000		1,813,900,000		1,493,800,000		1,493,800,000		1,493,800,000		9,603,000,000		1,701,865,000		1,467,125,000		1,232,385,000		3,110,305,000		3,227,675,000		3,110,305,000		13,849,660,000		23,452,660,000		5,121,600,000		4,481,400,000		4,401,375,000		9,448,285,000		23,452,660,000		-

		中古スマートフォン_バイヤー数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		459		社 シャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		46		51		53		59		61		74		74		80		83		91		97		109		118		118		118		53		74		91		118		118		118						 

		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 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		460		社 シャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		122		130		132		136		140		145		145		150		155		157		165		166		169		169		169		132		145		157		169		169		-

		中古スマートフォン_バイヤー数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		バイヤー数 スウ		461		社 シャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		265.2%		254.9%		249.1%		230.5%		229.5%		195.9%		195.9%		187.5%		186.7%		172.5%		170.1%		152.3%		143.2%		143.2%		143.2%		249.1%		195.9%		172.5%		143.2%		143.2%		-

		中古スマートフォン_出品社数_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		462		社 シャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		中古スマートフォン_出品社数_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		463		社 シャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		-

		中古スマートフォン_出品社数_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		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		464		社 シャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		-

		中古スマートフォン_取扱単価_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		465		円 エン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		11,835		27,757		18,453		14,254		15,754		15,707		16,611		17,561		17,362		16,330		14,057		17,094		14,213		16,071		16,292		18,150		14,918		17,217		15,440		16,292		-

		中古スマートフォン_取扱単価_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		466		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		13,324		12,573		9,308		8,512		12,146		11,256		11,143		12,820		12,433		11,291		19,063		16,670		17,544		15,840		13,260		11,394		10,679		12,217		17,587		13,260		-

		中古スマートフォン_取扱単価_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		467		円 エン		17/12期 キ		予算 ヨサン		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		12,100		12,100		12,100		12,100		12,100		12,100		12,100		11,648		11,000		11,000		12,100		12,100		11,648		-

		中古スマートフォン_取扱単価_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		468		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		15,286		13,020		17,796		17,825		17,164		19,690		16,822		20,186		18,120		16,231		17,514		11,488		19,159		17,012		16,912		15,513		18,200		18,210		16,062		16,912		-

		中古スマートフォン_取扱単価_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		469		円 エン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		139.0%		118.4%		161.8%		162.0%		156.0%		179.0%		152.9%		166.8%		149.8%		134.1%		144.7%		94.9%		158.3%		140.6%		145.2%		141.0%		165.5%		150.5%		132.7%		145.2%		-

		中古スマートフォン_取扱単価_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		470		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		114.7%		103.5%		191.2%		209.4%		141.3%		174.9%		151.0%		157.5%		145.7%		143.8%		91.9%		68.9%		109.2%		107.4%		127.5%		136.2%		170.4%		149.1%		91.3%		127.5%		-

		中古スマートフォン_取扱単価_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		取扱単価 トリアツカ タンカ		471		円 エン		18/12期 キ		予算 ヨサン		10,670		10,670		10,670		10,670		10,670		10,670		10,670		11,737		11,737		11,737		11,737		11,737		11,737		11,737		11,275		10,670		10,670		11,737		11,737		11,275		-

		中古スマートフォン_売上単価_15/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		472		円 エン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,461		9,173		2,450		4,834		4,722		4,510		4,238		4,198		5,344		4,009		3,134		2,981		3,619		3,622		3,874		3,790		4,730		4,524		3,126		3,874		3,874

		中古スマートフォン_売上単価_16/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		473		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,955		3,181		2,110		2,541		3,089		4,477		2,919		3,812		3,572		3,505		3,762		3,462		3,068		3,490		3,176		2,668		3,384		3,643		3,416		3,176		3,176

		中古スマートフォン_売上単価_17/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		474		円 エン		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,123		3,123		3,132		3,114		3,064		3,073		3,107		3,064		3,064		3,053		3,119		3,125		3,123		3,104		3,105		3,127		3,083		3,060		3,123		3,105		3,105

		中古スマートフォン_売上単価_17/12期_実績				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		475		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,847		2,915		3,576		2,977		2,553		2,549		2,905		2,729		2,671		1,863		2,341		1,145		2,749		2,233		2,584		3,122		2,677		2,423		2,081		2,584		2,584

		中古スマートフォン_売上単価_17/12期_予算比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		476		円 エン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		91.2%		93.3%		114.2%		95.6%		83.3%		83.0%		93.5%		89.1%		87.2%		61.0%		75.1%		36.6%		88.0%		71.9%		83.2%		99.8%		86.8%		79.2%		66.7%		93.5%		83.2%

		中古スマートフォン_売上単価_17/12期_前年比				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		477		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		96.3%		91.7%		169.5%		117.2%		82.7%		56.9%		99.5%		71.6%		74.8%		53.1%		62.2%		33.1%		89.6%		64.0%		81.4%		117.0%		79.1%		66.5%		60.9%		99.5%		81.4%

		中古スマートフォン_売上単価_18/12期_予算				デジタルプロダクツ事業 ジギョウ		中古スマートフォン チュウコ		売上単価 ウリアゲ タンカ		478		円 エン		18/12期 キ		予算 ヨサン		2,979		2,939		2,979		2,939		2,939		2,939		2,954		2,906		2,864		2,806		2,869		2,880		2,869		2,870		2,906		2,968		2,939		2,864		2,873		2,906		2,906

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_15/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		479		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		85,312		58,682		127,992		129,710		53,391		67,010		522,097		117,411		83,864		62,330		191,759		199,307		61,652		716,323		1,238,420		271,986		250,111		263,605		452,718		1,238,420		1,238,420

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_16/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		480		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		171,985		191,752		260,889		113,477		118,914		117,930		974,947		107,154		81,506		90,802		143,678		220,322		172,655		816,117		1,791,064		624,626		350,321		279,462		536,655		1,791,064		1,791,064

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_17/12期_予算				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		481		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		138,830		136,130		168,900		118,480		122,690		132,420		817,450		125,620		121,150		115,100		243,510		273,510		259,120		1,138,010		1,955,460		443,860		373,590		361,870		776,140		1,955,460		1,955,460

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_17/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		482		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		159,420		128,956		153,483		128,253		154,377		142,511		867,000		126,183		117,546		123,622		142,669		152,411		177,764		840,195		1,707,195		441,859		425,141		367,351		472,844		1,707,195		1,707,195

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_17/12期_予算比				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		483		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		114.8%		94.7%		90.9%		108.2%		125.8%		107.6%		106.1%		100.4%		97.0%		107.4%		58.6%		55.7%		68.6%		73.8%		87.3%		99.5%		113.8%		101.5%		60.9%		87.3%		87.3%

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_17/12期_前年比				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		484		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		92.7%		67.3%		58.8%		113.0%		129.8%		120.8%		88.9%		117.8%		144.2%		136.1%		99.3%		69.2%		103.0%		103.0%		95.3%		70.7%		121.4%		131.4%		88.1%		95.3%		95.3%

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱台数合計_18/12期_予算				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合計 ゴウケイ		取扱台数合計 トリアツカイ ダイスウ ゴウケイ		485		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		184,030		151,330		184,150		153,680		152,840		152,670		978,700		161,220		136,510		120,700		278,990		288,990		274,480		1,260,890		2,239,590		519,510		459,190		418,430		842,460		2,239,590		2,239,590

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_15/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		486		百万円 （ヒャ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_16/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		487		百万円 （ヒャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,174,351,050		2,359,756,510		2,390,648,150		942,203,950		1,387,652,650		1,285,182,800		10,539,795,110		1,301,898,372		968,022,506		967,029,050		2,632,457,988		3,547,605,650		2,936,982,325		12,353,995,891		22,893,791,001		6,924,755,710		3,615,039,400		3,236,949,928		9,117,045,963		22,893,791,001		0

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_17/12期_予算				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		488		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_17/12期_実績				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		489		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,390,791,520		1,616,499,560		2,594,692,100		2,126,244,300		2,524,314,556		2,671,108,157		13,923,650,193		2,285,358,905		1,919,514,976		1,823,229,257		2,284,433,302		1,684,422,827		2,745,846,450		12,742,805,717		26,666,455,910		6,601,983,180		7,321,667,013		6,028,103,138		6,714,702,579		26,666,455,910		0

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_17/12期_予算比				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		490		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_17/12期_前年比				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		491		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		110.0%		68.5%		108.5%		225.7%		181.9%		207.8%		132.1%		175.5%		198.3%		188.5%		86.8%		47.5%		93.5%		103.1%		116.5%		95.3%		202.5%		186.2%		73.6%		116.5%		-

		デジタルプロダクツ事業合計_取扱高合計_18/12期_予算				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合計 ゴウケイ		取扱高合計 トリアツカイ ダカ ゴウケイ		492		百万円 （ヒャ		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		デジタルプロダクツ事業合計_会員数合計_16/12期_実績				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合計 ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		493		社 シャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		273		276		283		289		289		305		305		320		335		338		348		364		357		357		357		283		305		338		357		357		357				項目 コウモク						単位 タンイ						15/12期　通期実績 キ ツウキ ジッセキ

		デジタルプロダクツ事業合計_会員数合計_17/12期_実績				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合計 ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		494		社 シャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		362		377		399		406		411		424		424		434		447		451		462		466		455		455		455		399		424		451		455		455		-				デジタルプロダクツ事業合計 ゴウケイ						円 エン						18,980,457,479

		デジタルプロダクツ事業合計_会員数合計_17/12期_前年比				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合計 ゴウケイ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		495		社 シャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		132.6%		136.6%		141.0%		140.5%		142.2%		139.0%		139.0%		135.6%		133.4%		133.4%		132.8%		128.0%		127.5%		127.5%		127.5%		141.0%		139.0%		133.4%		127.5%		127.5%		-

						セグメント別KPI詳細(月別) ベツ ショウサイ ツキベツ						496

						2015/12期～2017/12期 キ キ						497

		四輪事業セグメント___				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ						498

		その他情報流通事業___				その他情報流通事業 タ ジョウホウ リュウツウ ジギョウ						499
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		___										501								1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月		上期合計 カミキ ゴウケイ		７月 ガツ		８月		９月		１０月		１１月		１２月		下期合計 シモキ ゴウケイ		通期合計 ツウキ ゴウケイ										実績 ジッセキ		通期見通し ツウキ ミトオ

		中古バイク_総出品台数_15/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		502		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		4,053		4,253		4,990		7,198		4,771		5,051		30,316		8,002		4,033		4,616		7,194		4,899		4,508		33,252		63,568		13,296		17,020		16,651		16,601		63,568		63,568

		中古バイク_総出品台数_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		503		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,984		4,197		6,256		6,846		4,438		5,690		31,411		7,157		3,542		5,971		6,074		4,608		4,561		31,913		63,324		14,437		16,974		16,670		15,243		63,324		63,324

		中古バイク_総出品台数_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		504		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		4,000		5,300		6,500		6,700		4,100		6,500		33,100		6,700		5,300		5,300		6,700		6,500		4,100		34,600		67,700		15,800		17,300		17,300		17,300		67,700		67,700

		中古バイク_総出品台数_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		505		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,011		4,228		5,934		6,356		4,170		5,766		30,465		6,716		5,418		5,252		5,990		5,865		4,206		33,447		63,912		14,173		16,292		17,386		16,061		63,912		63,912

		中古バイク_総出品台数_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		506		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.3%		79.8%		91.3%		94.9%		101.7%		88.7%		92.0%		100.2%		102.2%		99.1%		89.4%		90.2%		102.6%		96.7%		94.4%		89.7%		94.2%		100.5%		92.8%		94.4%		94.4%

		中古バイク_総出品台数_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		507		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.7%		100.7%		94.9%		92.8%		94.0%		101.3%		97.0%		93.8%		153.0%		88.0%		98.6%		127.3%		92.2%		104.8%		100.9%		98.2%		96.0%		104.3%		105.4%		100.9%		100.9%

		中古バイク_総出品台数_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		総出品台数 ソウ シュッピン ダイスウ		508		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		4,100		5,400		6,600		6,800		4,200		6,600		33,700		6,800		5,400		5,400		6,800		6,600		4,200		35,200		68,900		16,100		17,600		17,600		17,600		68,900		68,900

		中古バイク_純出品台数_15/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		509		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		3,771		3,954		4,725		6,830		4,466		4,752		28,498		7,455		3,743		4,304		6,710		4,608		4,214		31,034		59,532		12,450		16,048		15,502		15,532		59,532		59,532

		中古バイク_純出品台数_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		510		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,791		3,881		5,937		6,414		4,239		5,337		29,599		6,650		3,263		5,552		5,670		4,303		4,284		29,722		59,321		13,609		15,990		15,465		14,257		59,321		59,321

		中古バイク_純出品台数_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		511		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		3,720		4,929		6,045		6,231		3,813		6,045		30,783		6,231		4,929		4,929		6,231		6,045		3,813		32,178		62,961		14,694		16,089		16,089		16,089		62,961		62,961

		中古バイク_純出品台数_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		512		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		3,781		4,002		5,613		5,922		3,945		5,436		28,699		6,385		5,134		4,946		5,728		5,617		3,997		31,807		60,506		13,396		15,303		16,465		15,342		60,506		60,506

		中古バイク_純出品台数_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		513		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		101.6%		81.2%		92.9%		95.0%		103.5%		89.9%		93.2%		102.5%		104.2%		100.3%		91.9%		92.9%		104.8%		98.8%		96.1%		91.2%		95.1%		102.3%		95.4%		96.1%		96.1%

		中古バイク_純出品台数_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		514		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		99.7%		103.1%		94.5%		92.3%		93.1%		101.9%		97.0%		96.0%		157.3%		89.1%		101.0%		130.5%		93.3%		107.0%		102.0%		98.4%		95.7%		106.5%		107.6%		102.0%		102.0%

		中古バイク_純出品台数_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		出品台数 シュッピン ダイスウ		純出品台数 ジュン シュッピン ダイスウ		515		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,813		5,022		6,138		6,324		3,906		6,138		31,341		6,324		5,022		5,022		6,324		6,138		3,906		32,736		64,077		14,973		16,368		16,368		16,368		64,077		64,077

		中古バイク_成約台数_15/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		516		台 ダイ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,143		2,410		2,955		3,819		2,550		2,708		16,585		3,546		2,072		2,348		3,135		2,280		1,983		15,364		31,949		7,508		9,077		7,966		7,398		31,949		31,949

		中古バイク_成約台数_16/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		517		台 ダイ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,079		2,158		3,286		2,979		2,307		2,988		15,797		3,022		1,663		2,741		2,343		2,055		2,112		13,936		29,733		7,523		8,274		7,426		6,510		29,733		29,733

		中古バイク_成約台数_17/12期_予算				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		518		台 ダイ		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,748		2,563		3,264		3,178		2,097		3,385		16,235		3,178		2,662		2,612		3,302		3,204		1,983		16,941		33,176		7,575		8,660		8,452		8,489		33,176		33,176

		中古バイク_成約台数_17/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		519		台 ダイ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,772		2,172		2,920		2,882		2,193		3,029		14,968		2,896		2,366		2,366		2,310		2,407		1,770		14,115		29,083		6,864		8,104		7,628		6,487		29,083		29,083

		中古バイク_成約台数_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		520		台 ダイ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		101.4%		84.7%		89.5%		90.7%		104.6%		89.5%		92.2%		91.1%		88.9%		90.6%		70.0%		75.1%		89.3%		83.3%		87.7%		90.6%		93.6%		90.3%		76.4%		87.7%		87.7%

		中古バイク_成約台数_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		521		台 ダイ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		85.2%		100.6%		88.9%		96.7%		95.1%		101.4%		94.8%		95.8%		142.3%		86.3%		98.6%		117.1%		83.8%		101.3%		97.8%		91.2%		97.9%		102.7%		99.6%		97.8%		97.8%

		中古バイク_成約台数_18/12期_予算				中古バイク チュウコ				成約台数 セイヤク ダイスウ		522		台 ダイ		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,792		2,611		3,315		3,225		2,148		3,437		16,528		3,225		2,712		2,662		3,352		3,253		2,031		17,235		33,763		7,718		8,810		8,599		8,636		33,763		33,763

		中古バイク_成約率_15/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		523		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		56.8%		61.0%		62.5%		55.9%		57.1%		57.0%		58.2%		47.6%		55.4%		54.6%		46.7%		49.5%		47.1%		49.5%		53.7%		60.3%		56.6%		51.4%		47.6%		53.7%		53.7%

		中古バイク_成約率_16/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		524		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		54.8%		55.6%		55.3%		46.4%		54.4%		56.0%		53.4%		45.4%		51.0%		49.4%		41.3%		47.8%		49.3%		46.9%		50.1%		55.3%		51.7%		48.0%		45.7%		50.1%		50.1%

		中古バイク_成約率_17/12期_予算				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		525		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		47.0%		52.0%		54.0%		51.0%		55.0%		56.0%		52.7%		51.0%		54.0%		53.0%		53.0%		53.0%		52.0%		52.6%		52.7%		51.6%		53.8%		52.5%		52.8%		52.7%		52.7%

		中古バイク_成約率_17/12期_実績				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		526		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		46.9%		54.3%		52.0%		48.7%		55.6%		55.7%		52.2%		45.4%		46.1%		47.8%		40.3%		42.9%		44.3%		44.4%		48.1%		51.2%		53.0%		46.3%		42.3%		48.1%		48.1%

		中古バイク_成約率_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		527		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		▲0.1pt		2.3pt		▲2.0pt		▲2.3pt		0.6pt		▲0.3pt		▲0.6pt		▲5.6pt		▲7.9pt		▲5.2pt		▲12.7pt		▲10.2pt		▲7.7pt		▲8.3pt		▲4.6pt		▲0.3pt		▲0.9pt		▲6.2pt		▲10.5pt		▲4.6pt		▲4.6pt

		中古バイク_成約率_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		528		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		▲8.0pt		▲1.3pt		▲3.3pt		2.2pt		1.2pt		▲0.3pt		▲1.2pt		▲0.1pt		▲4.9pt		▲1.5pt		▲1.0pt		▲4.9pt		▲5.0pt		▲2.5pt		▲2.1pt		▲4.0pt		1.2pt		▲1.7pt		▲3.4pt		▲2.1pt		▲2.1pt

		中古バイク_成約率_18/12期_予算				中古バイク チュウコ				成約率 セイヤク リツ		529		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		47.0%		52.0%		54.0%		51.0%		55.0%		56.0%		52.7%		51.0%		54.0%		53.0%		53.0%		53.0%		52.0%		52.6%		52.7%		51.5%		53.8%		52.5%		52.8%		52.7%		52.7%

		中古バイク_プレミアム会員_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		530		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		834		833		824		823		819		817		817		812		806		805		801		798		794		794		794		824		817		805		794		794		794

		中古バイク_プレミアム会員_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		531		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_プレミアム会員_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		532		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		787		785		778		774		765		765		765		759		758		755		751		751		755		755		755		778		765		755		755		755		-

		中古バイク_プレミアム会員_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		533		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_プレミアム会員_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		534		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		94.4%		94.2%		94.4%		94.0%		93.4%		93.6%		93.6%		93.5%		94.0%		93.8%		93.8%		94.1%		95.1%		95.1%		95.1%		94.4%		93.6%		93.8%		95.1%		95.1%		-

		中古バイク_プレミアム会員_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		プレミアム会員 カイイン		535		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_レギュラー会員_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		536		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		546		543		540		534		534		532		532		530		530		528		523		522		522		522		522		540		532		528		522		522		522

		中古バイク_レギュラー会員_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		537		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_レギュラー会員_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		538		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		520		514		508		500		495		495		495		493		488		484		482		479		476		476		476		508		495		484		476		476		-

		中古バイク_レギュラー会員_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		539		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_レギュラー会員_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		540		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		95.2%		94.7%		94.1%		93.6%		92.7%		93.0%		93.0%		93.0%		92.1%		91.7%		92.2%		91.8%		91.2%		91.2%		91.2%		94.1%		93.0%		91.7%		91.2%		91.2%		-

		中古バイク_レギュラー会員_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		レギュラー会員 カイイン		541		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_トライ会員_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		542		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		356		351		351		349		347		347		347		340		339		338		337		335		332		332		332		351		347		338		332		332		332

		中古バイク_トライ会員_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		543		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_トライ会員_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		544		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		335		332		333		334		334		339		339		341		340		342		346		345		347		347		347		333		339		342		347		347		-

		中古バイク_トライ会員_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		545		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_トライ会員_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		546		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		94.1%		94.6%		94.9%		95.7%		96.3%		97.7%		97.7%		100.3%		100.3%		101.2%		102.7%		103.0%		104.5%		104.5%		104.5%		94.9%		97.7%		101.2%		104.5%		104.5%		-

		中古バイク_トライ会員_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		トライ会員 カイイン		547		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_スタート会員_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		548		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		848		850		852		859		870		873		873		883		886		889		892		899		913		913		913		852		873		889		913		913		913

		中古バイク_スタート会員_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		549		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_スタート会員_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		550		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		913		917		925		940		953		973		973		989		993		1,007		1,014		1,027		1,035		1,035		1,035		925		973		1,007		1,035		1,035		-

		中古バイク_スタート会員_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		551		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_スタート会員_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		552		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		107.7%		107.9%		108.6%		109.4%		109.5%		111.5%		111.5%		112.0%		112.1%		113.3%		113.7%		114.2%		113.4%		113.4%		113.4%		108.6%		111.5%		113.3%		113.4%		113.4%		-

		中古バイク_スタート会員_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		スタート会員 カイイン		553		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_準会員_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		554		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,742		1,747		1,743		1,752		1,759		1,758		1,758		1,767		1,771		1,774		1,787		1,797		1,810		1,810		1,810		1,743		1,758		1,774		1,810		1,810		1,810

		中古バイク_準会員_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		555		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_準会員_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		556		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,813		1,817		1,833		1,848		1,834		1,866		1,866		1,896		1,898		1,912		1,916		1,921		1,919		1,919		1,919		1,833		1,866		1,912		1,919		1,919		-

		中古バイク_準会員_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		557		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_準会員_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		558		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		104.1%		104.0%		105.2%		105.5%		104.3%		106.1%		106.1%		107.3%		107.2%		107.8%		107.2%		106.9%		106.0%		106.0%		106.0%		105.2%		106.1%		107.8%		106.0%		106.0%		-

		中古バイク_準会員_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		準会員 ジュンカイイン		559		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_会員数合計_16/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		560		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		4,326		4,324		4,310		4,317		4,329		4,327		4,327		4,332		4,332		4,334		4,340		4,351		4,371		4,371		4,371		4,310		4,327		4,334		4,371		4,371		4,371

		中古バイク_会員数合計_17/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		561		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_会員数合計_17/12期_実績				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		562		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,368		4,365		4,377		4,396		4,381		4,438		4,438		4,478		4,477		4,500		4,509		4,523		4,532		4,532		4,532		4,377		4,438		4,500		4,532		4,532		4,532

		中古バイク_会員数合計_17/12期_予算比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		563		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_会員数合計_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		564		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		101.0%		100.9%		101.6%		101.8%		101.2%		102.6%		102.6%		103.4%		103.3%		103.8%		103.9%		104.0%		103.7%		103.7%		103.7%		101.6%		102.6%		103.8%		103.7%		103.7%		-

		中古バイク_会員数合計_18/12期_予算				中古バイク チュウコ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		565		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		中古バイク_取扱高_16/12期_実績				中古バイク チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		566		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		579,670,000		588,799,000		849,017,000		784,875,000		640,757,000		783,242,000		4,226,360,000		833,587,000		470,015,000		742,357,000		584,440,000		500,836,000		541,664,000		3,672,899,000		7,899,259,000		2,017,486,000		2,208,874,000		2,045,959,000		1,626,940,000		7,899,259,000		-				項目 コウモク						単位 タンイ						15/12期　通期実績 キ ツウキ ジッセキ

		中古バイク_取扱高_17/12期_実績				中古バイク チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		567		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		470,761,000		578,192,000		740,424,000		745,340,000		569,730,000		825,917,000		3,930,364,000		800,037,000		660,941,000		668,264,000		608,050,000		595,794,000		431,777,000		3,764,863,000		7,695,227,000		1,789,377,000		2,140,987,000		2,129,242,000		1,635,621,000		7,695,227,000		-				中古バイク　取扱高 チュウコ トリアツカイ ダカ						円 エン						8,861,803,000

		中古バイク_取扱高_17/12期_前年比				中古バイク チュウコ				取扱高 トリアツカイ ダカ		568		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		81.2%		98.2%		87.2%		95.0%		88.9%		105.4%		93.0%		96.0%		140.6%		90.0%		104.0%		119.0%		79.7%		102.5%		97.4%		88.7%		96.9%		104.1%		100.5%		97.4%		-

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_15/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		569		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		930		932		937		943		947		948		948		950		946		949		950		953		957		957		957		937		948		949		957		957		957

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_16/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		570		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		954		948		951		959		956		985		985		994		993		997		1,012		1,057		1,099		1,099		1,099		951		985		997		1,099		1,099		1,099

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_17/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		571		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,094		1,088		1,086		1,085		1,081		1,078		1,078		1,084		1,090		1,096		1,101		1,107		1,109		1,109		1,109		1,086		1,078		1,096		1,109		1,109		1,109

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_17/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		572		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,100		1,100		1,101		1,097		1,098		1,096		1,096		1,096		1,096		1,096		1,094		1,087		1,081		1,081		1,081		1,101		1,096		1,096		1,081		1,081		1,081

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_17/12期_予算比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		573		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.5%		101.1%		101.4%		101.1%		101.6%		101.7%		101.7%		101.1%		100.6%		100.0%		99.4%		98.2%		97.5%		97.5%		97.5%		101.4%		101.7%		100.0%		97.5%		97.5%		97.5%

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_17/12期_前年比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		574		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		115.3%		116.0%		115.8%		114.4%		114.9%		111.3%		111.3%		110.3%		110.4%		109.9%		108.1%		102.8%		98.4%		98.4%		98.4%		115.8%		111.3%		109.9%		98.4%		98.4%		98.4%

		花き（切花・鉢物）_買参者会員数_18/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		買参者会員数 カ サン シャ カイインスウ		575		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,106		1,104		1,108		1,123		1,131		1,138		1,138		1,152		1,164		1,174		1,183		1,193		1,199		1,199		1,199		1,108		1,138		1,174		1,199		1,199		1,199

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_15/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		576		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		2,758		2,761		2,775		2,785		2,791		2,797		2,797		2,804		2,810		2,817		2,827		2,828		2,831		2,831		2,831		2,775		2,797		2,817		2,831		2,831		2,831

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_16/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		577		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		2,837		2,841		2,853		2,865		2,872		2,884		2,884		2,888		2,899		2,905		2,912		2,916		2,923		2,923		2,923		2,853		2,884		2,905		2,923		2,923		2,923

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_17/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		578		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		2,928		2,933		2,943		2,953		2,963		2,973		2,973		2,978		2,988		2,995		3,002		3,012		3,018		3,018		3,018		2,943		2,973		2,995		3,018		3,018		3,018

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_17/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		579		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		2,926		2,934		2,943		2,969		2,982		3,000		3,000		3,001		3,012		3,016		3,023		3,032		3,033		3,033		3,033		2,943		3,000		3,016		3,033		3,033		3,033

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_17/12期_予算比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		580		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		99.9%		100.0%		100.0%		100.5%		100.6%		100.9%		100.9%		100.8%		100.8%		100.7%		100.7%		100.7%		100.5%		100.5%		100.5%		100.0%		100.9%		100.7%		100.5%		100.5%		100.5%

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_17/12期_前年比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		581		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		103.1%		103.3%		103.2%		103.6%		103.8%		104.0%		104.0%		103.9%		103.9%		103.8%		103.8%		104.0%		103.8%		103.8%		103.8%		103.2%		104.0%		103.8%		103.8%		103.8%		103.8%

		花き（切花・鉢物）_生産者会員数_18/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		生産者会員数 セイサンシャ カイインスウ		582		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		3,023		3,028		3,038		3,048		3,058		3,068		3,068		3,073		3,083		3,090		3,097		3,107		3,113		3,113		3,113		3,038		3,068		3,090		3,113		3,113		3,113

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_15/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		583		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		3,688		3,693		3,712		3,728		3,738		3,745		3,745		3,754		3,756		3,766		3,777		3,781		3,788		3,788		3,788		3,712		3,745		3,766		3,788		3,788		3,788

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_16/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		584		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		3,791		3,789		3,804		3,824		3,828		3,869		3,869		3,882		3,892		3,902		3,924		3,973		4,022		4,022		4,022		3,804		3,869		3,902		4,022		4,022		4,022

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_17/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		585		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		4,022		4,021		4,029		4,038		4,044		4,051		4,051		4,062		4,078		4,091		4,103		4,119		4,127		4,127		4,127		4,029		4,051		4,091		4,127		4,127		4,127

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_17/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		586		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		4,026		4,034		4,044		4,066		4,080		4,096		4,096		4,097		4,108		4,112		4,117		4,119		4,114		4,114		4,114		4,044		4,096		4,112		4,114		4,114		4,114

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_17/12期_予算比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		587		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.1%		100.3%		100.4%		100.7%		100.9%		101.1%		101.1%		100.9%		100.7%		100.5%		100.3%		100.0%		99.7%		99.7%		99.7%		100.4%		101.1%		100.5%		99.7%		99.7%		99.7%

		花き（切花・鉢物）_会員数合計_17/12期_前年比				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		588		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.2%		106.5%		106.3%		106.3%		106.6%		105.9%		105.9%		105.5%		105.5%		105.4%		104.9%		103.7%		102.3%		102.3%		102.3%		106.3%		105.9%		105.4%		102.3%		102.3%		102.3%

																																																																																																								

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		

m-shirata: AUCNET二輪検査台数																																		

m-shirata: 広報数値参照		

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: オークネット.jp利用料　15,000円/月																																		

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				

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力セレクト出品台数
																																																								

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		

m-shirata: AUCNET四輪検査台数																																		

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。		

m-shirata: 総ID数-オークネットみなしID（200）		

m-shirata: ｱｲｵｰｸ利用料6,800円/月
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）
準会員月額無料																																		

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4,744,808
差831←12月にプラスして調整				

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		

m-shirata: オークネット.jp利用料　15,000円/月																																						

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		

m-shirata: オートバンク利用料9,800円/月																																																																																														

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力セレクト出品台数
		

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		

m-shirata: ライブ参加5,000円/月		

m-shirata: オートバンク利用料9,800円/月		花き（切花・鉢物）_会員数合計_18/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ		会員数 カイインスウ		会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		589		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		4,129		4,132		4,146		4,171		4,189		4,206		4,206		4,225		4,247		4,264		4,280		4,300		4,312		4,312		4,312		4,146		4,206		4,264		4,312		4,312		4,312

		花き（切花・鉢物）_取扱高_15/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		590		百万円 （ヒャ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		472,249,000		489,804,000		872,567,000		509,731,000		555,379,000		437,581,000		3,337,311,000		478,636,000		686,470,000		620,665,000		480,183,000		412,361,000		720,224,000		3,398,539,000		6,735,850,000		1,834,620,000		1,502,691,000		1,785,771,000		1,612,768,000		6,735,850,000		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_16/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		591		百万円 （ヒャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		388,453,062		523,433,985		870,711,975		541,066,851		525,397,000		418,170,254		3,267,233,127		450,798,216		681,225,924		604,544,307		602,634,215		505,128,532		772,591,006		3,616,922,200		6,884,155,327		1,782,599,022		1,484,634,105		1,736,568,447		1,880,353,753		6,884,155,327		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_17/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		592		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算 ヨサン		432,800,000		505,300,000		972,760,000		510,200,000		597,180,000		447,420,000		3,465,660,000		503,310,000		656,830,000		638,200,000		497,050,000		468,620,000		799,220,000		3,563,230,000		7,028,890,000		1,910,860,000		1,554,800,000		1,798,340,000		1,764,890,000		7,028,890,000		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_17/12期_実績				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		593		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		421,763,806		404,025,604		827,250,881		377,758,158		549,654,691		415,436,181		2,995,889,321		407,609,501		686,250,308		622,891,285		454,777,217		509,123,010		815,342,231		3,495,993,552		6,491,882,873		1,653,040,291		1,342,849,030		1,716,751,094		1,779,242,458		6,491,882,873		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_17/12期_予算比				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		594		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		97.5%		80.0%		85.0%		74.0%		92.0%		92.9%		86.4%		81.0%		104.5%		97.6%		91.5%		108.6%		102.0%		98.1%		92.4%		86.5%		86.4%		95.5%		100.8%		92.4%		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_17/12期_前年比				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		595		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		108.6%		77.2%		95.0%		69.8%		104.6%		99.3%		91.7%		90.4%		100.7%		103.0%		75.5%		100.8%		105.5%		96.7%		94.3%		92.7%		90.4%		98.9%		94.6%		94.3%		-

		花き（切花・鉢物）_取扱高_18/12期_予算				花き（切花・鉢物） カ				取扱高 トリアツカイ ダカ		596		百万円 （ヒャ		18/12期 キ		予算 ヨサン		447,008,700		539,092,700		986,232,000		613,082,900		592,199,260		495,847,490		3,673,463,050		560,689,320		769,986,720		677,840,480		597,675,510		566,612,670		898,233,000		4,071,037,700		7,744,500,750		1,972,333,400		1,701,129,650		2,008,516,520		2,062,521,180		7,744,500,750		-

		ブランド品_出品点数_15/12期_実績				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		597		品 シナ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		22,755		24,363		31,448		25,472		25,358		31,696		161,092		26,113		21,030		30,065		26,611		28,763		30,949		163,531		324,623		78,566		82,526		77,208		86,323		324,623		324,623

		ブランド品_出品点数_16/12期_実績				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		598		品 シナ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		26,406		25,848		31,953		26,405		32,610		28,202		171,424		26,066		30,345		25,487		25,275		34,397		28,488		170,058		341,482		84,207		87,217		81,898		88,160		341,482		341,482

		ブランド品_出品点数_17/12期_予算				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		599		品 シナ		17/12期 キ		予算 ヨサン		30,000		31,000		33,000		32,000		31,000		31,000		188,000		31,000		30,000		31,000		32,000		33,000		31,000		188,000		376,000		94,000		94,000		92,000		96,000		376,000		376,000

		ブランド品_出品点数_17/12期_実績				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		600		品 シナ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		25,719		27,293		29,141		28,930		34,412		31,892		177,387		28,013		32,324		35,309		37,647		31,236		32,173		196,702		374,089		82,153		95,234		95,646		101,056		374,089		374,089

		ブランド品_出品点数_17/12期_予算比				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		601		品 シナ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		85.7%		88.0%		88.3%		90.4%		111.0%		102.9%		94.4%		90.4%		107.7%		113.9%		117.6%		94.7%		103.8%		104.6%		99.5%		87.4%		101.3%		104.0%		105.3%		99.5%		99.5%

		ブランド品_出品点数_17/12期_前年比				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		602		品 シナ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		97.4%		105.6%		91.2%		109.6%		105.5%		113.1%		103.5%		107.5%		106.5%		138.5%		148.9%		90.8%		112.9%		115.7%		109.5%		97.6%		109.2%		116.8%		114.6%		109.5%		109.5%

		ブランド品_出品点数_18/12期_予算				ブランド品 ヒン				出品点数 シュッピン テンスウ		603		品 シナ		18/12期 キ		予算 ヨサン		30,720		30,720		30,720		30,720		38,400		30,720		192,000		38,400		23,040		30,720		38,400		30,720		30,720		192,000		384,000		92,160		99,840		92,160		99,840		384,000		384,000

		ブランド品_成約点数_15/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		604		品 シナ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		17,080		19,135		23,354		19,558		19,037		24,225		122,389		19,434		15,960		22,833		20,845		22,234		22,792		124,098		246,487		59,569		62,820		58,227		65,871		246,487		246,487

		ブランド品_成約点数_16/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		605		品 シナ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		20,705		19,724		24,880		20,994		25,178		21,575		133,056		19,656		21,758		18,623		19,064		25,939		21,911		126,951		260,007		65,309		67,747		60,037		66,914		260,007		260,007

		ブランド品_成約点数_17/12期_予算				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		606		品 シナ		17/12期 キ		予算 ヨサン		23,100		23,870		25,410		24,640		23,870		23,870		144,760		23,870		23,100		23,870		24,640		25,410		23,870		144,760		289,520		72,380		72,380		70,840		73,920		289,520		289,520

		ブランド品_成約点数_17/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		607		品 シナ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		20,832		22,121		23,271		23,245		26,745		24,092		140,306		20,927		24,780		26,297		28,063		23,955		23,340		147,362		287,668		66,224		74,082		72,004		75,358		287,668		287,668

		ブランド品_成約点数_17/12期_予算比				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		608		品 シナ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		90.2%		92.7%		91.6%		94.3%		112.0%		100.9%		96.9%		87.7%		107.3%		110.2%		113.9%		94.3%		97.8%		101.8%		99.4%		91.5%		102.4%		101.6%		101.9%		99.4%		99.4%

		ブランド品_成約点数_17/12期_前年比				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		609		品 シナ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		100.6%		112.2%		93.5%		110.7%		106.2%		111.7%		105.4%		106.5%		113.9%		141.2%		147.2%		92.4%		106.5%		116.1%		110.6%		101.4%		109.4%		119.9%		112.6%		110.6%		110.6%

		ブランド品_成約点数_18/12期_予算				ブランド品 ヒン				成約点数 セイヤク テンスウ		610		品 シナ		18/12期 キ		予算 ヨサン		23,654		23,654		23,654		23,654		29,568		23,654		147,840		29,568		17,741		23,654		29,568		23,654		23,654		147,840		295,680		70,963		76,877		70,963		76,877		295,680		295,680

		ブランド品_成約率_15/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		611		％		15/12期 キ		実績 ジッセキ		75.1%		78.5%		74.3%		76.8%		75.1%		76.4%		76.0%		74.4%		75.9%		75.9%		78.3%		77.3%		73.6%		75.9%		75.9%		75.8%		76.1%		75.4%		76.3%		75.9%		75.9%

		ブランド品_成約率_16/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		612		％		16/12期 キ		実績 ジッセキ		78.4%		76.3%		77.9%		79.5%		77.2%		76.5%		77.6%		75.4%		71.7%		73.1%		75.4%		75.4%		76.9%		74.7%		76.1%		77.6%		77.7%		73.3%		75.9%		76.1%		76.1%

		ブランド品_成約率_17/12期_予算				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		613		％		17/12期 キ		予算 ヨサン		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%

		ブランド品_成約率_17/12期_実績				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		614		％		17/12期 キ		実績 ジッセキ		81.0%		81.1%		79.9%		80.3%		77.7%		75.5%		79.1%		74.7%		76.7%		74.5%		74.5%		76.7%		72.5%		74.9%		76.9%		80.6%		77.8%		75.3%		74.6%		76.9%		76.9%

		ブランド品_成約率_17/12期_予算比				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		615		％		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		4.0pt		4.1pt		2.9pt		3.3pt		0.7pt		▲1.5pt		2.1pt		▲2.3pt		▲0.3pt		▲2.5pt		▲2.5pt		▲0.3pt		▲4.5pt		▲2.1pt		▲0.1pt		3.6pt		0.8pt		▲1.7pt		▲2.4pt		▲0.1pt		▲0.1pt

		ブランド品_成約率_17/12期_前年比				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		616		％		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		2.6pt		4.7pt		2.0pt		0.8pt		0.5pt		▲1.0pt		1.5pt		▲0.7pt		5.0pt		1.4pt		▲0.9pt		1.3pt		▲4.4pt		0.3pt		0.8pt		3.1pt		0.1pt		2.0pt		▲1.3pt		0.8pt		0.8pt

																																																																																																								

Administrator: 何月までの累計なのか数字を入力		ブランド品_成約率_18/12期_予算				ブランド品 ヒン				成約率 セイヤク リツ		617		％		18/12期 キ		予算 ヨサン		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%		77.0%

		ブランド品_取扱高_15/12期_実績				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		618		百万円 （ヒャ		15/12期 キ		実績 ジッセキ		626,273,000		709,383,000		821,323,000		702,607,000		677,195,000		893,086,000		4,429,867,000		680,964,000		511,913,000		744,817,000		691,099,000		716,064,000		724,676,000		4,069,533,000		8,499,400,000		2,156,979,000		2,272,888,000		1,937,694,000		2,131,839,000		8,499,400,000		-

		ブランド品_取扱高_16/12期_実績				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		619		百万円 （ヒャ		16/12期 キ		実績 ジッセキ		664,895,000		614,273,000		807,954,000		683,365,000		736,190,000		612,783,000		4,119,460,000		581,721,000		608,777,000		568,385,000		567,792,000		775,249,000		650,415,000		3,752,339,000		7,871,799,000		2,087,122,000		2,032,338,000		1,758,883,000		1,993,456,000		7,871,799,000		-

		ブランド品_取扱高_17/12期_予算				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		620		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算 ヨサン		664,200,000		687,607,500		732,960,000		709,552,500		688,192,500		689,070,000		4,171,582,500		687,607,500		665,662,500		689,070,000		710,137,500		732,960,000		687,607,500		4,173,045,000		8,344,627,500		2,084,767,500		2,086,815,000		2,042,340,000		2,130,705,000		8,344,627,500		-

		ブランド品_取扱高_17/12期_実績				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		621		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		実績 ジッセキ		656,755,000		677,551,000		716,098,000		696,546,000		825,665,000		728,258,000		4,300,873,000		648,740,000		772,432,000		766,832,000		872,745,000		804,726,000		757,908,000		4,623,383,000		8,924,256,000		2,050,404,000		2,250,469,000		2,188,004,000		2,435,379,000		8,924,256,000		-

		ブランド品_取扱高_17/12期_予算比				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		622		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		98.9%		98.5%		97.7%		98.2%		120.0%		105.7%		103.1%		94.3%		116.0%		111.3%		122.9%		109.8%		110.2%		110.8%		106.9%		98.4%		107.8%		107.1%		114.3%		106.9%		-

		ブランド品_取扱高_17/12期_前年比				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		623		百万円 （ヒャ		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		98.8%		110.3%		88.6%		101.9%		112.2%		118.8%		104.4%		111.5%		126.9%		134.9%		153.7%		103.8%		116.5%		123.2%		113.4%		98.2%		110.7%		124.4%		122.2%		113.4%		-

		ブランド品_取扱高_18/12期_予算				ブランド品 ヒン				取扱高 トリアツカイ ダカ		624		百万円 （ヒャ		18/12期 キ		予算 ヨサン		682,194,150		682,194,150		682,194,150		682,194,150		850,731,750		682,194,150		4,261,702,500		850,731,750		513,656,550		682,194,150		850,731,750		682,194,150		682,194,150		4,261,702,500		8,523,405,000		2,046,582,450		2,215,120,050		2,046,582,450		2,215,120,050		8,523,405,000		-

		ブランド品_会員数合計_15/12期_実績				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		625		会員 カイイン		15/12期 キ		実績 ジッセキ		1,155		1,176		1,192		1,218		1,234		1,256		1,256		1,262		1,278		1,301		1,301		1,314		1,326		1,326		1,326		1,192		1,256		1,301		1,326		1,326		1,326

		ブランド品_会員数合計_16/12期_実績				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		626		会員 カイイン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		1,339		1,350		1,356		1,367		1,377		1,383		1,383		1,389		1,409		1,418		1,432		1,444		1,436		1,436		1,436		1,356		1,383		1,418		1,436		1,436		1,436

		ブランド品_会員数合計_17/12期_予算				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		627		会員 カイイン		17/12期 キ		予算 ヨサン		1,449		1,464		1,479		1,495		1,512		1,526		1,526		1,629		1,642		1,659		1,677		1,692		1,706		1,706		1,706		1,479		1,526		1,659		1,706		1,706		1,706

		ブランド品_会員数合計_17/12期_実績				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		628		会員 カイイン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		1,462		1,479		1,508		1,505		1,511		1,530		1,530		1,533		1,537		1,544		1,542		1,544		1,545		1,545		1,545		1,507		1,530		1,544		1,545		1,545		1,545

		ブランド品_会員数合計_17/12期_予算比				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		629		会員 カイイン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		100.9%		101.0%		102.0%		100.7%		99.9%		100.3%		100.3%		94.1%		93.6%		93.1%		91.9%		91.3%		90.6%		90.6%		90.6%		101.9%		100.3%		93.1%		90.6%		90.6%		90.6%

		ブランド品_会員数合計_17/12期_前年比				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		630		会員 カイイン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		109.2%		109.6%		111.2%		110.1%		109.7%		110.6%		110.6%		110.4%		109.1%		108.9%		107.7%		106.9%		107.6%		107.6%		107.6%		111.1%		110.6%		108.9%		107.6%		107.6%		107.6%

		ブランド品_会員数合計_18/12期_予算				ブランド品 ヒン				会員数合計 カイインスウ ゴウケイ		631		会員 カイイン		18/12期 キ		予算 ヨサン		1,719		1,734		1,749		1,765		1,782		1,796		1,796		1,809		1,822		1,839		1,857		1,872		1,886		1,886		1,886		1,749		1,796		1,839		1,886		1,886		1,886

		全セグメント合計_取扱高_15/12期_実績				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		632		円 エン		15/12期 キ		実績 ジッセキ																														367,822,768,479

		全セグメント合計_取扱高_16/12期_実績				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		633		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		27,335,920,112		30,986,188,495		34,394,070,125		26,566,211,801		25,634,521,650		28,271,095,054		173,188,007,237		28,765,583,588		24,587,159,430		29,005,876,357		30,873,313,203		31,989,165,182		26,852,752,331		172,073,850,091		345,261,857,328		92,716,178,732		80,471,828,505		82,358,619,375		89,715,230,716		345,261,857,328		0

		全セグメント合計_取扱高_17/12期_予算				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		634		円 エン		17/12期 キ		予算 ヨサン

		全セグメント合計_取扱高_17/12期_実績				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		635		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		29,099,034,326		31,776,494,164		36,564,171,981		30,060,048,458		28,724,784,247		31,677,597,338		187,902,130,514		31,818,511,406		28,038,706,284		32,413,345,542		30,468,509,519		32,008,706,837		27,719,533,681		182,467,313,269		370,369,443,783		97,439,700,471		90,462,430,043		92,270,563,232		90,196,750,037		370,369,443,783		-

		全セグメント合計_取扱高_17/12期_予算比				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		636		円 エン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		全セグメント合計_取扱高_17/12期_前年比				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		637		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.4%		102.6%		106.3%		113.2%		112.1%		112.0%		108.5%		110.6%		114.0%		111.7%		98.7%		100.1%		103.2%		106.0%		107.3%		105.1%		112.4%		112.0%		100.5%		107.3%		-

		全セグメント合計_取扱高_18/12期_予算				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		取扱高 トリアツカイ ダカ		638		円 エン		18/12期 キ		予算 ヨサン

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_15/12期_実績				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		639		円 エン		15/12期 キ		実績 ジッセキ																														366,196,674,479

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_16/12期_実績				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		640		円 エン		16/12期 キ		実績 ジッセキ		27,248,101,112		30,875,687,495		34,302,997,125		26,471,761,801		25,473,644,650		28,128,952,054		172,501,144,237		28,603,865,588		24,465,684,430		28,883,323,357		30,745,110,203		31,858,335,182		26,725,688,331		171,282,007,091		343,783,151,328		92,426,785,732		80,074,358,505		81,952,873,375		89,329,133,716		343,783,151,328		548,256

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_17/12期_予算				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		641		円 エン		17/12期 キ		予算 ヨサン

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_17/12期_実績				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		642		円 エン		17/12期 キ		実績 ジッセキ		28,983,087,326		31,671,731,164		36,456,802,981		29,942,224,458		28,643,582,247		31,591,127,338		187,288,555,514		31,686,530,406		27,952,971,284		32,309,265,542		30,365,543,519		31,905,621,837		27,651,101,681		181,871,034,269		369,159,589,783		97,111,621,471		90,176,934,043		91,948,767,232		89,922,267,037		369,159,589,783		0

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_17/12期_予算比				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		643		円 エン		17/12期 キ		予算比 ヨサン ヒ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_17/12期_前年比				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		644		円 エン		17/12期 キ		前年比 ゼンネン ヒ		106.4%		102.6%		106.3%		113.1%		112.4%		112.3%		108.6%		110.8%		114.3%		111.9%		98.8%		100.1%		103.5%		106.2%		107.4%		105.1%		112.6%		112.2%		100.7%		107.4%		-

		全セグメント合計_取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)_18/12期_予算				全セグメント合計 ゼン ゴウケイ		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		取扱高
※一撃・百烈除く(ﾏﾃﾘｱﾙ資料にて開示済)		645		円 エン		18/12期 キ		予算 ヨサン





























（共有在庫+一撃+ﾄﾗｯｸ）

（正会員のみ）

（ライブ参加ACMH）

（TAA+JU+JAA）

(TVAA+ｱｲｵｰｸ正会員+ﾗｲﾌﾞ提携会員+単独会員)

※予算なし

※予算なし

※予算なし

（海外バイヤー取引台数）
※出品・落札台数は同数

（海外バイヤー販売額）

（参加ベース）
※予算なし

（取扱高/出品・落札台数）

（売上高/出品・落札台数）

※月別予算なし

※予算なし

（切花+鉢物）

※予算なし

（四輪参加ACMH）

（TVAA出品検査・CS・受託）

（TVAA成約台数/TVAA純出品台数）

（VALUE成約台数/VALUE純出品台数）

（四輪検査台数+ﾊﾞｲｸｵｰｸｼｮﾝ検査台数）

（PCリアル+ORIX BPO）

（PCリアル+ORIX BPO）

（PCリアル+ORIX BPO）

（ﾗｲﾌﾞ中継落札台数ﾗｲﾌﾞ提携会場総成約台数）

（成約台数合計/全国AA会場成約台数）

（中古PC成約台数+中古スマホ出品落札台数）

（中古PC取扱高+中古スマホ取扱高）

（中古PC+バイヤー数）

※ﾏﾃﾘｱﾙ資料は一撃含まず

※ﾏﾃﾘｱﾙ資料は百烈含まず

※ﾏﾃﾘｱﾙ資料は百烈・一撃含まず

（TVAA+共有在庫+一撃+百烈+ｱｲｵｰｸ+ﾗｲﾌﾞ中継）

(jp+ﾊﾞﾝｸ+保証+ATC+APT)

（オークネット会員＋準会員）

(TVAA+ｱｲｵｰｸ正会員・ｵｰｸﾈｯﾄ会員・準会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員)

※予算なし

※予算なし

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※一撃・百烈除く

※一撃・百烈含む

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数

※TVAA会員数+ｱｲｵｰｸ総会員+ﾗｲﾌﾞ中継会員数



売上構成_詳細



										4.0		←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



								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ キ																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ キ																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ キ																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期 ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ キ																																																								セグメント別売上・営業利益　2018/12期（2017/2/14取締役会承認予算） ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ トリシマリヤク カイ ショウニン ヨサン												セグメント別売上・営業利益　2018/12期（2018/2/13取締役会承認予算） ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ												セグメント別売上・営業利益　2018/12期（2018/2/13取締役会承認予算） ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ												セグメント別売上・営業利益　2018/12期（2018/2/13取締役会承認予算） ベツ ウリアゲ エイギョウ リエキ キ

								4.0																																																								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																																																								上期・下期 カミキ シモキ																																																								通期 ツウキ												通期 ツウキ												通期 ツウキ												通期 ツウキ

								四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				※商品サービス戦略室および流通改革推進室の実績は第3四半期以降四輪セグメントへ含める ショウヒン センリャク シツ リュウツウ カイカク スイシン シツ ジッセキ ダイ シ イコウ ヨンリン フク																																																（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				※商品サービス戦略室および流通改革推進室の実績は第3四半期以降四輪セグメントへ含める ショウヒン センリャク シツ リュウツウ カイカク スイシン シツ ジッセキ ダイ シ イコウ ヨンリン フク																																																（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				※商品サービス戦略室および流通改革推進室の実績は第3四半期以降四輪セグメントへ含める ショウヒン センリャク シツ リュウツウ カイカク スイシン シツ ジッセキ ダイ シ イコウ ヨンリン フク																																																（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ				※商品サービス戦略室および流通改革推進室の実績は第3四半期以降四輪セグメントへ含める ショウヒン センリャク シツ リュウツウ カイカク スイシン シツ ジッセキ ダイ シ イコウ ヨンリン フク																																																（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								（単位：千円・％） タンイ センエン				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ								（単位：千円・％） タンイ センエン

								四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		四輪事業 ４ リン ジギョウ				18/12期 キ								四輪事業 ４ リン ジギョウ				18/12期 キ								四輪事業 ４ リン ジギョウ				18/12期 キ								四輪事業 ４ リン ジギョウ				18/12期 キ
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								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ

								オークション収入 シュウニュウ				4,792,992,429		4,792,992		44.1%		5,148,324,056		5,148,324		45.9%		107.4%		5,070,006,824		5,070,006		44.4%		105.8%		98.5%		オークション収入 シュウニュウ				4,792,992,429		4,792,992		44.1%		5,148,324,056		5,148,324		45.9%		107.4%		5,070,006,824		5,070,006		44.4%		105.8%		98.5%		オークション収入 シュウニュウ				1,259,683,191		1,259,683		45.8%		1,310,948,719		1,310,948		46.2%		104.1%		1,324,416,765		1,324,416		45.0%		105.1%		101.0%		オークション収入 シュウニュウ				1,179,008,526		1,179,008		43.3%		1,288,408,960		1,288,408		46.1%		109.3%		1,264,398,020		1,264,398		44.6%		107.2%		98.1%		オークション収入 シュウニュウ				1,175,134,847		1,175,134		44.1%		1,271,589,138		1,271,589		45.7%		108.2%		1,265,667,881		1,265,667		44.6%		107.7%		99.5%		オークション収入 シュウニュウ				1,179,165,865		1,179,165		43.3%		1,277,377,239		1,277,377		45.6%		108.3%		1,215,524,158		1,215,524		43.2%		103.1%		95.2%		オークション収入 シュウニュウ				2,438,691,717		2,438,691		44.6%		2,599,357,679		2,599,357		46.2%		106.6%		2,588,814,785		2,588,814		44.8%		106.2%		99.6%		オークション収入 シュウニュウ				2,354,300,712		2,354,300		43.7%		2,548,966,377		2,548,966		45.6%		108.3%		2,481,192,039		2,481,192		43.9%		105.4%		97.3%		オークション収入 シュウニュウ				5,433,758,760		5,433,758		46.8%		106.9%		オークション収入 シュウニュウ				5,483,967,528		5,483,967		46.6%		108.2%		オークション収入 シュウニュウ				2,798,324,959		2,798,324		23.8%		108.1%		オークション収入 シュウニュウ				2,685,642,569		2,685,642		22.8%		108.2%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		921,302,744		921,302		8.5%		1,049,421,727		1,049,421		9.4%		113.9%		956,572,626		956,572		8.4%		103.8%		91.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		921,302,744		921,302		8.5%		1,049,421,727		1,049,421		9.4%		113.9%		956,572,626		956,572		8.4%		103.8%		91.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		235,857,300		235,857		8.6%		262,787,727		262,787		9.3%		111.4%		226,063,400		226,063		7.7%		95.8%		86.0%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		234,351,896		234,351		8.6%		266,770,306		266,770		9.5%		113.8%		232,399,100		232,399		8.2%		99.2%		87.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		233,873,850		233,873		8.8%		266,300,182		266,300		9.6%		113.9%		254,341,126		254,341		9.0%		108.8%		95.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		217,219,698		217,219		8.0%		253,563,512		253,563		9.0%		116.7%		243,769,000		243,769		8.7%		112.2%		96.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		470,209,196		470,209		8.6%		529,558,033		529,558		9.4%		112.6%		458,462,500		458,462		7.9%		97.5%		86.6%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		451,093,548		451,093		8.4%		519,863,694		519,863		9.3%		115.2%		498,110,126		498,110		8.8%		110.4%		95.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,089,471,333		1,089,471		9.4%		114.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,187,000,048		1,187,000		10.1%		124.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		576,925,032		576,925		4.9%		125.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		610,075,016		610,075		5.2%		122.5%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		オークション収入				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		1,626,369,070		1,626,369		15.0%		1,611,178,329		1,611,178		14.4%		99.1%		1,764,119,093		1,764,119		15.4%		108.5%		109.5%		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		1,626,369,070		1,626,369		15.0%		1,611,178,329		1,611,178		14.4%		99.1%		1,764,119,093		1,764,119		15.4%		108.5%		109.5%		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		433,604,391		433,604		15.8%		435,093,992		435,093		15.3%		100.3%		471,286,710		471,286		16.0%		108.7%		108.3%		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		380,354,730		380,354		14.0%		397,075,654		397,075		14.2%		104.4%		429,549,720		429,549		15.2%		112.9%		108.2%		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		398,716,482		398,716		15.0%		380,812,956		380,812		13.7%		95.5%		438,240,555		438,240		15.4%		109.9%		115.1%		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		413,693,467		413,693		15.2%		398,195,727		398,195		14.2%		96.3%		425,042,108		425,042		15.1%		102.7%		106.7%		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		813,959,121		813,959		14.9%		832,169,646		832,169		14.8%		102.2%		900,836,430		900,836		15.6%		110.7%		108.3%		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		812,409,949		812,409		15.1%		779,008,683		779,008		13.9%		95.9%		863,282,663		863,282		15.3%		106.3%		110.8%		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		1,636,387,427		1,636,387		14.1%		92.3%		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		1,754,169,480		1,754,169		14.9%		99.4%		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		908,882,927		908,882		7.7%		100.9%		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		845,286,553		845,286		7.2%		97.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		オークション収入				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		2,245,320,615		2,245,320		20.7%		2,487,724,000		2,487,724		22.2%		110.8%		2,349,315,105		2,349,315		20.6%		104.6%		94.4%		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		2,245,320,615		2,245,320		20.7%		2,487,724,000		2,487,724		22.2%		110.8%		2,349,315,105		2,349,315		20.6%		104.6%		94.4%		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		590,221,500		590,221		21.5%		613,067,000		613,067		21.6%		103.9%		627,066,655		627,066		21.3%		106.2%		102.3%		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		564,301,900		564,301		20.7%		624,563,000		624,563		22.3%		110.7%		602,449,200		602,449		21.3%		106.8%		96.5%		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		542,544,515		542,544		20.4%		624,476,000		624,476		22.4%		115.1%		573,086,200		573,086		20.2%		105.6%		91.8%		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		548,252,700		548,252		20.1%		625,618,000		625,618		22.3%		114.1%		546,713,050		546,713		19.4%		99.7%		87.4%		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		1,154,523,400		1,154,523		21.1%		1,237,630,000		1,237,630		22.0%		107.2%		1,229,515,855		1,229,515		21.3%		106.5%		99.3%		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		1,090,797,215		1,090,797		20.2%		1,250,094,000		1,250,094		22.4%		114.6%		1,119,799,250		1,119,799		19.8%		102.7%		89.6%		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		2,707,900,000		2,707,900		23.3%		114.7%		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		2,542,798,000		2,542,798		21.6%		108.2%		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		1,312,517,000		1,312,517		11.2%		106.8%		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		1,230,281,000		1,230,281		10.5%		109.9%				0

								会費収入				3,230,530,818		3,230,530		29.7%		3,118,575,038		3,118,575		27.8%		96.5%		3,103,648,409		3,103,648		27.2%		96.1%		99.5%		会費収入				3,230,530,818		3,230,530		29.7%		3,118,575,038		3,118,575		27.8%		96.5%		3,103,648,409		3,103,648		27.2%		96.1%		99.5%		会費収入				829,579,470		829,579		30.2%		783,339,510		783,339		27.6%		94.4%		782,977,350		782,977		26.6%		94.4%		100.0%		会費収入				815,684,544		815,684		30.0%		779,728,434		779,728		27.9%		95.6%		776,464,050		776,464		27.4%		95.2%		99.6%		会費収入				798,800,495		798,800		30.0%		778,672,167		778,672		28.0%		97.5%		774,797,509		774,797		27.3%		97.0%		99.5%		会費収入				786,466,309		786,466		28.9%		776,834,927		776,834		27.7%		98.8%		769,409,500		769,409		27.3%		97.8%		99.0%		会費収入				1,645,264,014		1,645,264		30.1%		1,563,067,944		1,563,067		27.8%		95.0%		1,559,441,400		1,559,441		27.0%		94.8%		99.8%		会費収入				1,585,266,804		1,585,266		29.4%		1,555,507,094		1,555,507		27.8%		98.1%		1,544,207,009		1,544,207		27.3%		97.4%		99.3%		会費収入				3,094,636,133		3,094,636		26.6%		99.7%		会費収入				3,048,259,417		3,048,259		25.9%		98.2%		会費収入				1,532,137,902		1,532,137		13.0%		98.2%		会費収入				1,516,121,515		1,516,121		12.9%		98.2%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		会費収入				会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,998,005,272		1,998,005		18.4%		1,918,028,888		1,918,028		17.1%		96.0%		1,926,275,309		1,926,275		16.9%		96.4%		100.4%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,998,005,272		1,998,005		18.4%		1,918,028,888		1,918,028		17.1%		96.0%		1,926,275,309		1,926,275		16.9%		96.4%		100.4%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		508,578,820		508,578		18.5%		485,252,460		485,252		17.1%		95.4%		487,905,950		487,905		16.6%		95.9%		100.5%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		501,618,893		501,618		18.4%		480,642,434		480,642		17.2%		95.8%		483,074,050		483,074		17.1%		96.3%		100.5%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		495,901,900		495,901		18.6%		477,903,217		477,903		17.2%		96.4%		480,314,859		480,314		16.9%		96.9%		100.5%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		491,905,659		491,905		18.1%		474,230,777		474,230		16.9%		96.4%		474,980,450		474,980		16.9%		96.6%		100.2%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,010,197,713		1,010,197		18.5%		965,894,894		965,894		17.2%		95.6%		970,980,000		970,980		16.8%		96.1%		100.5%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		987,807,559		987,807		18.3%		952,133,994		952,133		17.0%		96.4%		955,295,309		955,295		16.9%		96.7%		100.3%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,863,856,583		1,863,856		16.1%		96.8%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,845,928,667		1,845,928		15.7%		95.8%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		931,495,152		931,495		7.9%		95.9%		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		914,433,515		914,433		7.8%		95.7%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		会費収入				会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		425,610,901		425,610		3.9%		394,086,150		394,086		3.5%		92.6%		374,691,500		374,691		3.3%		88.0%		95.1%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		425,610,901		425,610		3.9%		394,086,150		394,086		3.5%		92.6%		374,691,500		374,691		3.3%		88.0%		95.1%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		117,911,850		117,911		4.3%		99,765,050		99,765		3.5%		84.6%		95,938,000		95,938		3.3%		81.4%		96.2%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		110,667,451		110,667		4.1%		98,504,000		98,504		3.5%		89.0%		93,595,000		93,595		3.3%		84.6%		95.0%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		99,258,150		99,258		3.7%		98,120,950		98,120		3.5%		98.9%		93,109,250		93,109		3.3%		93.8%		94.9%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		97,773,450		97,773		3.6%		97,696,150		97,696		3.5%		99.9%		92,049,250		92,049		3.3%		94.1%		94.2%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		228,579,301		228,579		4.2%		198,269,050		198,269		3.5%		86.7%		189,533,000		189,533		3.3%		82.9%		95.6%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		197,031,600		197,031		3.7%		195,817,100		195,817		3.5%		99.4%		185,158,500		185,158		3.3%		94.0%		94.6%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		388,739,550		388,739		3.3%		103.8%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		384,488,750		384,488		3.3%		102.6%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		194,382,750		194,382		1.7%		102.6%		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		190,106,000		190,106		1.6%		102.7%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		会費収入				会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		806,914,645		806,914		7.4%		806,460,000		806,460		7.2%		99.9%		802,681,600		802,681		7.0%		99.5%		99.5%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		806,914,645		806,914		7.4%		806,460,000		806,460		7.2%		99.9%		802,681,600		802,681		7.0%		99.5%		99.5%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		203,088,800		203,088		7.4%		198,322,000		198,322		7.0%		97.7%		199,133,400		199,133		6.8%		98.1%		100.4%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		203,398,200		203,398		7.5%		200,582,000		200,582		7.2%		98.6%		199,795,000		199,795		7.1%		98.2%		99.6%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		203,640,445		203,640		7.6%		202,648,000		202,648		7.3%		99.5%		201,373,400		201,373		7.1%		98.9%		99.4%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		196,787,200		196,787		7.2%		204,908,000		204,908		7.3%		104.1%		202,379,800		202,379		7.2%		102.8%		98.8%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		406,487,000		406,487		7.4%		398,904,000		398,904		7.1%		98.1%		398,928,400		398,928		6.9%		98.1%		100.0%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		400,427,645		400,427		7.4%		407,556,000		407,556		7.3%		101.8%		403,753,200		403,753		7.1%		100.8%		99.1%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		842,040,000		842,040		7.3%		105.0%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		817,842,000		817,842		6.9%		101.9%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		406,260,000		406,260		3.5%		101.8%		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		411,582,000		411,582		3.5%		101.9%				0

								検査料収入				2,625,206,288		2,625,206		24.2%		2,675,916,332		2,675,916		23.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		25.5%		110.9%		108.8%		検査料収入				2,625,206,288		2,625,206		24.2%		2,675,916,332		2,675,916		23.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		25.5%		110.9%		108.8%		検査料収入				658,545,086		658,545		24.0%		683,332,500		683,332		24.1%		103.8%		762,743,375		762,743		25.9%		115.8%		111.6%		検査料収入				634,334,960		634,334		23.3%		655,719,634		655,719		23.5%		103.4%		700,313,650		700,313		24.7%		110.4%		106.8%		検査料収入				633,352,939		633,352		23.8%		660,543,940		660,543		23.7%		104.3%		705,981,875		705,981		24.9%		111.5%		106.9%		検査料収入				698,973,303		698,973		25.7%		676,320,258		676,320		24.1%		96.8%		742,421,000		742,421		26.4%		106.2%		109.8%		検査料収入				1,292,880,046		1,292,880		23.6%		1,339,052,134		1,339,052		23.8%		103.6%		1,463,057,025		1,463,057		25.3%		113.2%		109.3%		検査料収入				1,332,326,242		1,332,326		24.7%		1,336,864,198		1,336,864		23.9%		100.3%		1,448,402,875		1,448,402		25.6%		108.7%		108.3%		検査料収入				2,776,683,836		2,776,683		23.9%		95.3%		検査料収入				3,034,330,312		3,034,330		25.8%		104.2%		検査料収入				1,529,831,809		1,529,831		13.0%		104.6%		検査料収入				1,504,498,503		1,504,498		12.8%		103.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		検査料収入				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		569,154,421		569,154		5.2%		571,379,832		571,379		5.1%		100.4%		586,666,400		586,666		5.1%		103.1%		102.7%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		569,154,421		569,154		5.2%		571,379,832		571,379		5.1%		100.4%		586,666,400		586,666		5.1%		103.1%		102.7%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		146,236,861		146,236		5.3%		148,032,900		148,032		5.2%		101.2%		149,913,200		149,913		5.1%		102.5%		101.3%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		136,282,160		136,282		5.0%		139,244,484		139,244		5.0%		102.2%		147,538,600		147,538		5.2%		108.3%		106.0%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		138,916,700		138,916		5.2%		140,427,540		140,427		5.0%		101.1%		140,803,100		140,803		5.0%		101.4%		100.3%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		147,718,700		147,718		5.4%		143,674,908		143,674		5.1%		97.3%		148,411,500		148,411		5.3%		100.5%		103.3%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		282,519,021		282,519		5.2%		287,277,384		287,277		5.1%		101.7%		297,451,800		297,451		5.1%		105.3%		103.5%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		286,635,400		286,635		5.3%		284,102,448		284,102		5.1%		99.1%		289,214,600		289,214		5.1%		100.9%		101.8%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		575,236,836		575,236		5.0%		97.4%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		616,574,212		616,574		5.2%		105.1%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		314,827,959		314,827		2.7%		105.8%		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		301,746,253		301,746		2.6%		104.3%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		検査料収入				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		2,056,051,867		2,056,051		18.9%		2,104,536,500		2,104,536		18.8%		102.4%		2,324,793,500		2,324,793		20.3%		113.1%		110.5%		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		2,056,051,867		2,056,051		18.9%		2,104,536,500		2,104,536		18.8%		102.4%		2,324,793,500		2,324,793		20.3%		113.1%		110.5%		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		512,308,225		512,308		18.6%		535,299,600		535,299		18.9%		104.5%		612,830,175		612,830		20.8%		119.6%		114.5%		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		498,052,800		498,052		18.3%		516,475,150		516,475		18.5%		103.7%		552,775,050		552,775		19.5%		111.0%		107.0%		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		494,436,239		494,436		18.5%		520,116,400		520,116		18.7%		105.2%		565,178,775		565,178		19.9%		114.3%		108.7%		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		551,254,603		551,254		20.3%		532,645,350		532,645		19.0%		96.6%		594,009,500		594,009		21.1%		107.8%		111.5%		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		1,010,361,025		1,010,361		18.5%		1,051,774,750		1,051,774		18.7%		104.1%		1,165,605,225		1,165,605		20.2%		115.4%		110.8%		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		1,045,690,842		1,045,690		19.4%		1,052,761,750		1,052,761		18.8%		100.7%		1,159,188,275		1,159,188		20.5%		110.9%		110.1%		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		2,201,447,000		2,201,447		19.0%		94.8%		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		2,417,756,100		2,417,756		20.5%		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		1,215,003,850		1,215,003		10.3%		104.2%		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		1,202,752,250		1,202,752		10.2%		103.8%				0

								その他収入				1,382,007,733		1,382,007		12.7%		1,439,821,904		1,439,821		12.8%		104.2%		1,470,903,197		1,470,903		12.9%		106.4%		102.2%		その他収入				1,382,007,733		1,382,007		12.7%		1,439,821,904		1,439,821		12.8%		104.2%		1,470,903,197		1,470,903		12.9%		106.4%		102.2%		その他収入				331,662,813		331,662		12.1%		350,099,626		350,099		12.3%		105.6%		359,012,127		359,012		12.2%		108.2%		102.5%		その他収入				341,037,125		341,037		12.5%		362,613,739		362,613		13.0%		106.3%		376,781,705		376,781		13.3%		110.5%		103.9%		その他収入				346,888,346		346,888		13.0%		362,653,176		362,653		13.0%		104.5%		363,498,987		363,498		12.8%		104.8%		100.2%		その他収入				362,419,449		362,419		13.3%		364,455,363		364,455		13.0%		100.6%		371,610,378		371,610		13.2%		102.5%		102.0%		その他収入				672,699,938		672,699		12.3%		712,713,365		712,713		12.7%		105.9%		735,793,832		735,793		12.7%		109.4%		103.2%		その他収入				709,307,795		709,307		13.2%		727,108,539		727,108		13.0%		102.5%		735,109,365		735,109		13.0%		103.6%		101.1%		その他収入				1,472,517,573		1,472,517		12.7%		100.2%		その他収入				1,456,308,221		1,456,308		12.4%		99.0%		その他収入				729,570,808		729,570		6.2%		99.2%		その他収入				726,737,413		726,737		6.2%		98.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		その他収入				その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		299,273,428		299,273		2.8%		323,431,166		323,431		2.9%		108.1%		344,297,642		344,297		3.0%		115.0%		106.5%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		299,273,428		299,273		2.8%		323,431,166		323,431		2.9%		108.1%		344,297,642		344,297		3.0%		115.0%		106.5%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		69,801,290		69,801		2.5%		81,473,454		81,473		2.9%		116.7%		83,331,389		83,331		2.8%		119.4%		102.3%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		74,129,286		74,129		2.7%		80,969,998		80,969		2.9%		109.2%		78,980,375		78,980		2.8%		106.5%		97.5%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		78,199,931		78,199		2.9%		80,450,312		80,450		2.9%		102.9%		88,392,809		88,392		3.1%		113.0%		109.9%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		77,142,921		77,142		2.8%		80,537,402		80,537		2.9%		104.4%		93,593,069		93,593		3.3%		121.3%		116.2%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		143,930,576		143,930		2.6%		162,443,452		162,443		2.9%		112.9%		162,311,764		162,311		2.8%		112.8%		99.9%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		155,342,852		155,342		2.9%		160,987,714		160,987		2.9%		103.6%		181,985,878		181,985		3.2%		117.2%		113.0%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		322,119,434		322,119		2.8%		94.1%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		327,456,621		327,456		2.8%		95.1%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		172,026,808		172,026		1.5%		106.0%		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		155,429,813		155,429		1.3%		85.4%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		その他収入				その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		14,165,484		14,165		0.1%		11,021,076		11,021		0.1%		77.8%		8,511,125		8,511		0.1%		60.1%		77.2%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		14,165,484		14,165		0.1%		11,021,076		11,021		0.1%		77.8%		8,511,125		8,511		0.1%		60.1%		77.2%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		9,666,744		9,666		0.4%		2,755,269		2,755		0.1%		28.5%		3,786,125		3,786		0.1%		39.2%		137.4%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,495,000		1,495		0.1%		2,755,269		2,755		0.1%		184.3%		1,768,000		1,768		0.1%		118.3%		64.2%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,547,000		1,547		0.1%		2,755,269		2,755		0.1%		178.1%		1,599,200		1,599		0.1%		103.4%		58.0%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,456,740		1,456		0.1%		2,755,269		2,755		0.1%		189.1%		1,357,800		1,357		0.0%		93.2%		49.3%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		11,161,744		11,161		0.2%		5,510,538		5,510		0.1%		49.4%		5,554,125		5,554		0.1%		49.8%		100.8%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		3,003,740		3,003		0.1%		5,510,538		5,510		0.1%		183.5%		2,957,000		2,957		0.1%		98.4%		53.7%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		11,021,076		11,021		0.1%		129.5%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		5,316,000		5,316		0.0%		62.5%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,658,000		2,658		0.0%		47.9%		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,658,000		2,658		0.0%		89.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		その他収入				その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		377,094,250		377,094		3.5%		406,538,000		406,538		3.6%		107.8%		390,371,559		390,371		3.4%		103.5%		96.0%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		377,094,250		377,094		3.5%		406,538,000		406,538		3.6%		107.8%		390,371,559		390,371		3.4%		103.5%		96.0%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		95,681,414		95,681		3.5%		99,690,000		99,690		3.5%		104.2%		97,028,147		97,028		3.3%		101.4%		97.3%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		92,922,297		92,922		3.4%		102,434,000		102,434		3.7%		110.2%		99,723,217		99,723		3.5%		107.3%		97.4%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		92,512,367		92,512		3.5%		102,113,000		102,113		3.7%		110.4%		93,528,010		93,528		3.3%		101.1%		91.6%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		95,978,172		95,978		3.5%		102,301,000		102,301		3.6%		106.6%		100,092,185		100,092		3.6%		104.3%		97.8%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		188,603,711		188,603		3.4%		202,124,000		202,124		3.6%		107.2%		196,751,364		196,751		3.4%		104.3%		97.3%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		188,490,539		188,490		3.5%		204,414,000		204,414		3.7%		108.4%		193,620,195		193,620		3.4%		102.7%		94.7%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		422,558,000		422,558		3.6%		107.9%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		412,827,000		412,827		3.5%		105.8%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		207,091,000		207,091		1.8%		105.3%		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		205,736,000		205,736		1.7%		106.3%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		その他収入				その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		78,427,710		78,427		0.7%		73,888,900		73,888		0.7%		94.2%		116,096,215		116,096		1.0%		148.0%		157.1%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		78,427,710		78,427		0.7%		73,888,900		73,888		0.7%		94.2%		116,096,215		116,096		1.0%		148.0%		157.1%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		12,562,015		12,562		0.5%		14,915,600		14,915		0.5%		118.7%		25,185,246		25,185		0.9%		200.5%		168.9%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		21,383,451		21,383		0.8%		20,327,200		20,327		0.7%		95.1%		39,608,273		39,608		1.4%		185.2%		194.9%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		18,389,695		18,389		0.7%		19,462,800		19,462		0.7%		105.8%		25,480,070		25,480		0.9%		138.6%		130.9%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		26,092,549		26,092		1.0%		19,183,300		19,183		0.7%		73.5%		25,822,626		25,822		0.9%		99.0%		134.6%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		33,945,466		33,945		0.6%		35,242,800		35,242		0.6%		103.8%		64,793,519		64,793		1.1%		190.9%		183.8%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		44,482,244		44,482		0.8%		38,646,100		38,646		0.7%		86.9%		51,302,696		51,302		0.9%		115.3%		132.7%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		71,038,650		71,038		0.6%		62.0%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		108,380,200		108,380		0.9%		93.4%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		54,585,200		54,585		0.5%		84.2%		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		53,795,000		53,795		0.5%		104.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		その他収入				その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		613,046,861		613,046		5.6%		624,942,762		624,942		5.6%		101.9%		611,626,656		611,626		5.4%		99.8%		97.9%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		613,046,861		613,046		5.6%		624,942,762		624,942		5.6%		101.9%		611,626,656		611,626		5.4%		99.8%		97.9%		その他収入		その他（ASS・AFP） タ		143,951,350		143,951		5.2%		151,265,303		151,265		5.3%		105.1%		149,681,220		149,681		5.1%		104.0%		99.0%		その他収入		その他（ASS・AFP） タ		151,107,091		151,107		5.5%		156,127,272		156,127		5.6%		103.3%		156,701,840		156,701		5.5%		103.7%		100.4%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		156,239,353		156,239		5.9%		157,871,795		157,871		5.7%		101.0%		154,498,898		154,498		5.4%		98.9%		97.9%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		161,749,067		161,749		5.9%		159,678,392		159,678		5.7%		98.7%		150,744,698		150,744		5.4%		93.2%		94.4%		その他収入		その他（ASS・AFP） タ		295,058,441		295,058		5.4%		307,392,575		307,392		5.5%		104.2%		306,383,060		306,383		5.3%		103.8%		99.7%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		317,988,420		317,988		5.9%		317,550,187		317,550		5.7%		99.9%		305,243,596		305,243		5.4%		96.0%		96.1%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		645,780,413		645,780		5.6%		105.3%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		602,328,400		602,328		5.1%		98.5%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		293,209,800		293,209		2.5%		95.7%		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		309,118,600		309,118		2.6%		101.3%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				12,030,737,268		12,030,737		110.8%		12,382,637,330		12,382,637		110.4%		102.9%		12,556,018,330		12,556,018		109.9%		104.4%		101.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				12,030,737,268		12,030,737		110.8%		12,382,637,330		12,382,637		110.4%		102.9%		12,556,018,330		12,556,018		109.9%		104.4%		101.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,079,470,560		3,079,470		112.0%		3,127,720,355		3,127,720		110.3%		101.6%		3,229,149,617		3,229,149		109.6%		104.9%		103.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,970,065,155		2,970,065		109.1%		3,086,470,767		3,086,470		110.4%		103.9%		3,117,957,425		3,117,957		110.1%		105.0%		101.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,954,176,627		2,954,176		110.8%		3,073,458,421		3,073,458		110.5%		104.0%		3,109,946,252		3,109,946		109.6%		105.3%		101.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,027,024,926		3,027,024		111.2%		3,094,987,787		3,094,987		110.4%		102.2%		3,098,965,036		3,098,965		110.1%		102.4%		100.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,049,535,715		6,049,535		110.6%		6,214,191,122		6,214,191		110.3%		102.7%		6,347,107,042		6,347,107		109.8%		104.9%		102.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,981,201,553		5,981,201		111.0%		6,168,446,208		6,168,446		110.4%		103.1%		6,208,911,288		6,208,911		109.9%		103.8%		100.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				12,777,596,302		12,777,596		110.0%		101.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				13,022,865,478		13,022,865		110.7%		103.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,589,865,478		6,589,865		56.0%		103.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,433,000,000		6,433,000		54.7%		103.6%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		3,787,735,865		3,787,735		34.9%		3,862,261,613		3,862,261		34.4%		102.0%		3,813,811,977		3,813,811		33.4%		100.7%		98.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		3,787,735,865		3,787,735		34.9%		3,862,261,613		3,862,261		34.4%		102.0%		3,813,811,977		3,813,811		33.4%		100.7%		98.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		960,474,271		960,474		34.9%		977,546,541		977,546		34.5%		101.8%		947,213,939		947,213		32.2%		98.6%		96.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		946,382,235		946,382		34.7%		967,627,222		967,627		34.6%		102.2%		941,992,125		941,992		33.3%		99.5%		97.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		946,892,381		946,892		35.5%		965,081,251		965,081		34.7%		101.9%		963,851,894		963,851		34.0%		101.8%		99.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		933,986,978		933,986		34.3%		952,006,599		952,006		34.0%		101.9%		960,754,019		960,754		34.1%		102.9%		100.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,906,856,506		1,906,856		34.8%		1,945,173,763		1,945,173		34.5%		102.0%		1,889,206,064		1,889,206		32.7%		99.1%		97.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,880,879,359		1,880,879		34.9%		1,917,087,850		1,917,087		34.3%		101.9%		1,924,605,913		1,924,605		34.1%		102.3%		100.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		3,850,684,186		3,850,684		33.2%		101.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		3,976,959,548		3,976,959		33.8%		104.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,995,274,951		1,995,274		17.0%		105.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,981,684,597		1,981,684		16.8%		103.0%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,066,145,455		2,066,145		19.0%		2,016,285,555		2,016,285		18.0%		97.6%		2,147,321,718		2,147,321		18.8%		103.9%		106.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,066,145,455		2,066,145		19.0%		2,016,285,555		2,016,285		18.0%		97.6%		2,147,321,718		2,147,321		18.8%		103.9%		106.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		561,182,985		561,182		20.4%		537,614,311		537,614		19.0%		95.8%		571,010,835		571,010		19.4%		101.8%		106.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		492,517,181		492,517		18.1%		498,334,923		498,334		17.8%		101.2%		524,912,720		524,912		18.5%		106.6%		105.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		499,521,632		499,521		18.7%		481,689,175		481,689		17.3%		96.4%		532,949,005		532,949		18.8%		106.7%		110.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		512,923,657		512,923		18.8%		498,647,146		498,647		17.8%		97.2%		518,449,158		518,449		18.4%		101.1%		104.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,053,700,166		1,053,700		19.3%		1,035,949,234		1,035,949		18.4%		98.3%		1,095,923,555		1,095,923		19.0%		104.0%		105.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,012,445,289		1,012,445		18.8%		980,336,321		980,336		17.6%		96.8%		1,051,398,163		1,051,398		18.6%		103.8%		107.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,036,148,053		2,036,148		17.5%		94.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,143,974,230		2,143,974		18.2%		99.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,105,923,677		1,105,923		9.4%		100.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,038,050,553		1,038,050		8.8%		98.7%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		3,429,329,510		3,429,329		31.6%		3,700,722,000		3,700,722		33.0%		107.9%		3,542,368,264		3,542,368		31.0%		103.3%		95.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		3,429,329,510		3,429,329		31.6%		3,700,722,000		3,700,722		33.0%		107.9%		3,542,368,264		3,542,368		31.0%		103.3%		95.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		888,991,714		888,991		32.3%		911,079,000		911,079		32.1%		102.5%		923,228,202		923,228		31.3%		103.9%		101.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		860,622,397		860,622		31.6%		927,579,000		927,579		33.2%		107.8%		901,967,417		901,967		31.8%		104.8%		97.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		838,697,327		838,697		31.5%		929,237,000		929,237		33.4%		110.8%		867,987,610		867,987		30.6%		103.5%		93.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		841,018,072		841,018		30.9%		932,827,000		932,827		33.3%		110.9%		849,185,035		849,185		30.2%		101.0%		91.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,749,614,111		1,749,614		32.0%		1,838,658,000		1,838,658		32.6%		105.1%		1,825,195,619		1,825,195		31.6%		104.3%		99.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,679,715,399		1,679,715		31.2%		1,862,064,000		1,862,064		33.3%		110.9%		1,717,172,645		1,717,172		30.4%		102.2%		92.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		3,972,498,000		3,972,498		34.2%		111.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		3,773,467,000		3,773,467		32.1%		106.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,925,868,000		1,925,868		16.4%		105.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,847,599,000		1,847,599		15.7%		107.6%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,134,479,577		2,134,479		19.7%		2,178,425,400		2,178,425		19.4%		102.1%		2,440,889,715		2,440,889		21.4%		114.4%		112.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,134,479,577		2,134,479		19.7%		2,178,425,400		2,178,425		19.4%		102.1%		2,440,889,715		2,440,889		21.4%		114.4%		112.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		524,870,240		524,870		19.1%		550,215,200		550,215		19.4%		104.8%		638,015,421		638,015		21.7%		121.6%		116.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		519,436,251		519,436		19.1%		536,802,350		536,802		19.2%		103.3%		592,383,323		592,383		20.9%		114.0%		110.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		512,825,934		512,825		19.2%		539,579,200		539,579		19.4%		105.2%		590,658,845		590,658		20.8%		115.2%		109.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		577,347,152		577,347		21.2%		551,828,650		551,828		19.7%		95.6%		619,832,126		619,832		22.0%		107.4%		112.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,044,306,491		1,044,306		19.1%		1,087,017,550		1,087,017		19.3%		104.1%		1,230,398,744		1,230,398		21.3%		117.8%		113.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,090,173,086		1,090,173		20.2%		1,091,407,850		1,091,407		19.5%		100.1%		1,210,490,971		1,210,490		21.4%		111.0%		110.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,272,485,650		2,272,485		19.6%		93.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,526,136,300		2,526,136		21.5%		103.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,269,589,050		1,269,589		10.8%		103.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		1,256,547,250		1,256,547		10.7%		103.8%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		613,046,861		613,046		5.6%		624,942,762		624,942		5.6%		101.9%		611,626,656		611,626		5.4%		99.8%		97.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		613,046,861		613,046		5.6%		624,942,762		624,942		5.6%		101.9%		611,626,656		611,626		5.4%		99.8%		97.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		143,951,350		143,951		5.2%		151,265,303		151,265		5.3%		105.1%		149,681,220		149,681		5.1%		104.0%		99.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		151,107,091		151,107		5.5%		156,127,272		156,127		5.6%		103.3%		156,701,840		156,701		5.5%		103.7%		100.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		156,239,353		156,239		5.9%		157,871,795		157,871		5.7%		101.0%		154,498,898		154,498		5.4%		98.9%		97.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		161,749,067		161,749		5.9%		159,678,392		159,678		5.7%		98.7%		150,744,698		150,744		5.4%		93.2%		94.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		295,058,441		295,058		5.4%		307,392,575		307,392		5.5%		104.2%		306,383,060		306,383		5.3%		103.8%		99.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		317,988,420		317,988		5.9%		317,550,187		317,550		5.7%		99.9%		305,243,596		305,243		5.4%		96.0%		96.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		645,780,413		645,780		5.6%		105.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		602,328,400		602,328		5.1%		98.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		293,209,800		293,209		2.5%		95.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		309,118,600		309,118		2.6%		101.3%				0

						 		連結調整勘定				△ 1,171,401,614		△ 1,171,401		-		△ 1,165,397,728		△ 1,165,397		-		-		△ 1,126,985,362		△ 1,126,985		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,171,401,614		△ 1,171,401		-		△ 1,165,397,728		△ 1,165,397		-		-		△ 1,126,985,362		△ 1,126,985		-		-		-		連結調整勘定				△ 331,023,781		△ 331,023		-		△ 291,351,682		△ 291,351		-		-		△ 283,000,203		△ 283,000		-		-		-		連結調整勘定				△ 246,626,204		△ 246,626		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 286,020,110		△ 286,020		-		-		-		連結調整勘定				△ 288,403,559		△ 288,403		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 272,468,811		△ 272,468		-		-		-		連結調整勘定				△ 305,348,070		△ 305,348		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 285,496,238		△ 285,496		-		-		-		連結調整勘定				△ 577,649,985		△ 577,649		-		△ 582,700,364		△ 582,700		-		-		△ 569,020,313		△ 569,020		-		-		-		連結調整勘定				△ 593,751,629		△ 593,751		-		△ 582,697,364		△ 582,697		-		-		△ 557,965,049		△ 557,965		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,165,394,729		△ 1,165,394		-		-		連結調整勘定				△ 1,254,460,437		△ 1,254,460		-		-		連結調整勘定				5,178,539,563		5,178,539		44.0%		-		連結調整勘定				5,335,405,041		5,335,405		45.3%		-				△ 11,768,405,041

								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				10,859,335,654		10,859,335		100.0%		11,217,239,602		11,217,239		100.0%		103.3%		11,429,032,968		11,429,032		100.0%		105.2%		101.9%		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				10,859,335,654		10,859,335		100.0%		11,217,239,602		11,217,239		100.0%		103.3%		11,429,032,968		11,429,032		100.0%		105.2%		101.9%		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				2,748,446,779		2,748,446		100.0%		2,836,368,673		2,836,368		100.0%		103.2%		2,946,149,414		2,946,149		100.0%		107.2%		103.9%		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				2,723,438,951		2,723,438		100.0%		2,795,122,085		2,795,122		100.0%		102.6%		2,831,937,315		2,831,937		100.0%		104.0%		101.3%		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				2,665,773,068		2,665,773		100.0%		2,782,109,739		2,782,109		100.0%		104.4%		2,837,477,441		2,837,477		100.0%		106.4%		102.0%		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				2,721,676,856		2,721,676		100.0%		2,803,639,105		2,803,639		100.0%		103.0%		2,813,468,798		2,813,468		100.0%		103.4%		100.4%		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				5,471,885,730		5,471,885		100.0%		5,631,490,758		5,631,490		100.0%		102.9%		5,778,086,729		5,778,086		100.0%		105.6%		102.6%		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				5,387,449,924		5,387,449		100.0%		5,585,748,844		5,585,748		100.0%		103.7%		5,650,946,239		5,650,946		100.0%		104.9%		101.2%		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				11,612,201,573		11,612,201		100.0%		101.4%		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				11,768,405,041		11,768,405		100.0%		103.0%		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				11,768,405,041		11,768,405		100.0%		203.7%		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				11,768,405,041		11,768,405		100.0%		208.3%				△ 11,768,405,041

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		646,265,978		646,265		17.1%		748,223,867		748,223		19.4%		115.8%		793,930,277		793,930		20.8%		122.8%		106.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		646,265,978		646,265		17.1%		748,223,867		748,223		19.4%		115.8%		793,930,277		793,930		20.8%		122.8%		106.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		183,707,773		183,707		19.1%		210,012,540		210,012		21.5%		114.3%		204,888,539		204,888		21.6%		111.5%		97.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		153,151,585		153,151		16.2%		128,535,779		128,535		13.3%		83.9%		161,320,539		161,320		17.1%		105.3%		125.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		170,508,989		170,508		18.0%		214,675,727		214,675		22.2%		125.9%		225,848,424		225,848		23.4%		132.5%		105.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		138,897,631		138,897		14.9%		194,999,821		194,999		20.5%		140.4%		201,872,775		201,872		21.0%		145.3%		103.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		336,859,358		336,859		17.7%		338,548,319		338,548		17.4%		100.5%		366,209,078		366,209		19.4%		108.7%		108.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		309,406,620		309,406		16.5%		409,675,548		409,675		21.4%		132.4%		427,721,199		427,721		22.2%		138.2%		104.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		779,512,239		779,512		20.2%		99.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		899,632,607		899,632		22.6%		113.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		456,432,952		456,432		22.9%		124.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		443,199,655		443,199		22.4%		103.6%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,429,277,717		1,429,277		69.2%		1,412,628,131		1,412,628		70.1%		98.8%		1,541,821,134		1,541,821		71.8%		107.9%		109.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,429,277,717		1,429,277		69.2%		1,412,628,131		1,412,628		70.1%		98.8%		1,541,821,134		1,541,821		71.8%		107.9%		109.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		397,547,341		397,547		70.8%		377,880,224		377,880		70.3%		95.1%		420,151,217		420,151		73.6%		105.7%		111.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		332,609,707		332,609		67.5%		347,717,116		347,717		69.8%		104.5%		373,072,195		373,072		71.1%		112.2%		107.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		342,443,605		342,443		68.6%		333,934,131		333,934		69.3%		97.5%		381,925,454		381,925		71.7%		111.5%		114.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		356,677,064		356,677		69.5%		353,096,660		353,096		70.8%		99.0%		366,672,268		366,672		70.7%		102.8%		103.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		730,157,048		730,157		69.3%		725,597,340		725,597		70.0%		99.4%		793,223,412		793,223		72.4%		108.6%		109.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		699,120,669		699,120		69.1%		687,030,791		687,030		70.1%		98.3%		748,597,722		748,597		71.2%		107.1%		109.0%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,443,960,121		1,443,960		70.9%		93.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		1,491,973,710		1,491,973		69.6%		96.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		772,684,803		772,684		69.9%		97.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		719,288,907		719,288		69.3%		96.1%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,133,394,644		1,133,394		33.1%		1,157,404,000		1,157,404		31.3%		102.1%		1,158,777,031		1,158,777		32.7%		102.2%		100.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,133,394,644		1,133,394		33.1%		1,157,404,000		1,157,404		31.3%		102.1%		1,158,777,031		1,158,777		32.7%		102.2%		100.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		303,340,021		303,340		34.1%		283,439,000		283,439		31.1%		93.4%		306,753,050		306,753		33.2%		101.1%		108.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		294,076,018		294,076		34.2%		293,244,000		293,244		31.6%		99.7%		295,049,472		295,049		32.7%		100.3%		100.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		276,505,377		276,505		33.0%		290,041,000		290,041		31.2%		104.9%		284,348,309		284,348		32.8%		102.8%		98.0%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		259,473,228		259,473		30.9%		290,680,000		290,680		31.2%		112.0%		272,626,200		272,626		32.1%		105.1%		93.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		597,416,039		597,416		34.1%		576,683,000		576,683		31.4%		96.5%		601,802,522		601,802		33.0%		100.7%		104.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		535,978,605		535,978		31.9%		580,721,000		580,721		31.2%		108.3%		556,974,509		556,974		32.4%		103.9%		95.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,196,054,002		1,196,054		30.1%		103.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		1,181,290,000		1,181,290		31.3%		101.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		609,818,000		609,818		31.7%		101.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		571,472,000		571,472		30.9%		102.6%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		155,617,366		155,617		7.3%		132,477,800		132,477		6.1%		85.1%		284,174,567		284,174		11.6%		182.6%		214.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		155,617,366		155,617		7.3%		132,477,800		132,477		6.1%		85.1%		284,174,567		284,174		11.6%		182.6%		214.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		35,854,015		35,854		6.8%		49,333,000		49,333		9.0%		137.6%		116,176,074		116,176		18.2%		324.0%		235.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		19,445,252		19,445		3.7%		16,821,150		16,821		3.1%		86.5%		50,024,116		50,024		8.4%		257.3%		297.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		34,472,968		34,472		6.7%		33,748,000		33,748		6.3%		97.9%		51,478,289		51,478		8.7%		149.3%		152.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		65,845,131		65,845		11.4%		32,575,650		32,575		5.9%		49.5%		66,496,088		66,496		10.7%		101.0%		204.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		55,299,267		55,299		5.3%		66,154,150		66,154		6.1%		119.6%		166,200,190		166,200		13.5%		300.5%		251.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		100,318,099		100,318		9.2%		66,323,650		66,323		6.1%		66.1%		117,974,377		117,974		9.7%		117.6%		177.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		140,044,250		140,044		6.2%		49.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		271,864,900		271,864		10.8%		95.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		137,503,400		137,503		10.8%		82.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		134,361,500		134,361		10.7%		113.9%				0

		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 33,523,841		△ 33,523		-		△ 17,242,363		△ 17,242		-		-		△ 98,509,139		△ 98,509		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 33,523,841		△ 33,523		-		△ 17,242,363		△ 17,242		-		-		△ 98,509,139		△ 98,509		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		△ 11,536,280		△ 11,536		-		△ 2,996,861		△ 2,996		-		-		△ 7,733,934		△ 7,733		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		△ 8,610,854		△ 8,610		-		△ 379,319		△ 379		-		-		△ 14,078,611		△ 14,078		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 11,055,980		△ 11,055		-		△ 7,342,846		△ 7,342		-		-		△ 39,191,976		△ 39,191		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 2,320,727		△ 2,320		-		△ 6,523,337		△ 6,523		-		-		△ 37,504,618		△ 37,504		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP） タ		△ 20,147,134		△ 20,147		-		△ 3,376,180		△ 3,376		-		-		△ 21,812,545		△ 21,812		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 13,376,707		△ 13,376		-		△ 13,866,183		△ 13,866		-		-		△ 76,696,594		△ 76,696		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		30,745,852		30,745		4.8%		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 135,563,242		△ 135,563		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 72,659,840		△ 72,659		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		△ 62,903,403		△ 62,903		-		-				1

								営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,331,031,864		3,331,031		27.7%		3,433,491,435		3,433,491		27.7%		103.1%		3,680,193,870		3,680,193		29.3%		110.5%		107.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,331,031,864		3,331,031		27.7%		3,433,491,435		3,433,491		27.7%		103.1%		3,680,193,870		3,680,193		29.3%		110.5%		107.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				908,912,870		908,912		29.5%		917,667,903		917,667		29.3%		101.0%		1,040,234,946		1,040,234		32.2%		114.4%		113.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				790,671,708		790,671		26.6%		785,938,726		785,938		25.5%		99.4%		865,387,711		865,387		27.8%		109.4%		110.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				812,874,959		812,874		27.5%		865,056,012		865,056		28.1%		106.4%		904,408,500		904,408		29.1%		111.3%		104.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				818,572,327		818,572		27.0%		864,828,794		864,828		27.9%		105.7%		870,162,713		870,162		28.1%		106.3%		100.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,699,584,578		1,699,584		28.1%		1,703,606,629		1,703,606		27.4%		100.2%		1,905,622,657		1,905,622		30.0%		112.1%		111.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,631,447,286		1,631,447		27.3%		1,729,884,806		1,729,884		28.0%		106.0%		1,774,571,213		1,774,571		28.6%		108.8%		102.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,590,316,464		3,590,316		28.1%		97.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,709,197,975		3,709,197		28.5%		100.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,903,779,315		1,903,779		28.9%		99.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,805,418,659		1,805,418		28.1%		101.7%				1

								連結調整勘定				△ 147,499,945		△ 147,499		-		29,311,557		29,311		-		-		△ 267,843,162		△ 267,843		-		-		-		連結調整勘定				△ 147,499,945		△ 147,499		-		29,311,557		29,311		-		-		△ 267,843,162		△ 267,843		-		-		-		連結調整勘定				△ 48,685,084		△ 48,685		-		1,511,443		1,511		-		-		△ 121,088,573		△ 121,088		-		-		-		連結調整勘定				△ 18,871,353		△ 18,871		-		1,511,444		1,511		-		-		△ 56,992,866		△ 56,992		-		-		-		連結調整勘定				△ 31,806,055		△ 31,806		-		13,467,256		13,467		-		-		△ 21,797,398		△ 21,797		-		-		-		連結調整勘定				△ 48,137,453		△ 48,137		-		12,821,414		12,821		-		-		△ 67,964,325		△ 67,964		-		-		-		連結調整勘定				△ 67,556,437		△ 67,556		-		3,022,887		3,022		-		-		△ 178,081,439		△ 178,081		-		-		-		連結調整勘定				△ 79,943,508		△ 79,943		-		26,288,670		26,288		-		-		△ 89,761,723		△ 89,761		-		-		-		連結調整勘定				25,160,448		25,160		-		-		連結調整勘定				4,734,961		4,734		-		-		連結調整勘定				1,810,153,621		1,810,153		35.0%		-		連結調整勘定				1,908,514,277		1,908,514		35.8%		-				△ 3,713,932,937

		 						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				3,183,531,919		3,183,531		29.3%		3,462,802,992		3,462,802		30.9%		108.8%		3,412,350,708		3,412,350		29.9%		107.2%		98.5%		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				3,183,531,919		3,183,531		29.3%		3,462,802,992		3,462,802		30.9%		108.8%		3,412,350,708		3,412,350		29.9%		107.2%		98.5%		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				860,227,786		860,227		31.3%		919,179,346		919,179		32.4%		106.9%		919,146,373		919,146		31.2%		106.8%		100.0%		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				771,800,355		771,800		28.3%		787,450,170		787,450		28.2%		102.0%		808,394,845		808,394		28.5%		104.7%		102.7%		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				781,068,904		781,068		29.3%		878,523,268		878,523		31.6%		112.5%		882,611,102		882,611		31.1%		113.0%		100.5%		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				770,434,874		770,434		28.3%		877,650,208		877,650		31.3%		113.9%		802,198,388		802,198		28.5%		104.1%		91.4%		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				1,632,028,141		1,632,028		29.8%		1,706,629,516		1,706,629		30.3%		104.6%		1,727,541,218		1,727,541		29.9%		105.9%		101.2%		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				1,551,503,778		1,551,503		28.8%		1,756,173,476		1,756,173		31.4%		113.2%		1,684,809,490		1,684,809		29.8%		108.6%		95.9%		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				3,615,476,912		3,615,476		31.1%		106.2%		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				3,713,932,936		3,713,932		31.6%		108.8%		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				3,713,932,936		3,713,932		31.6%		215.0%		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				3,713,932,936		3,713,932		31.6%		220.4%				△ 3,713,932,936

								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																		 						セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																																																																										0

								4.0																																																								第1四半期・第2四半期																																																								第3四半期・第4四半期																																																								上期・下期																																																																																																										0

								デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ																																																				（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 ジギョウ																																																				（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 ジギョウ																																																				（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 ジギョウ																																																				（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												（単位：千円・％） タンイ センエン												（単位：千円・％） タンイ センエン						0

								デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				18/12期 キ								デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				18/12期 キ								デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				18/12期 キ								デジタルプロダクツ事業 ジギョウ				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

												通期 ツウキ						通期 ツウキ																						4.0						4.0																						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																						上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																						下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																						通期 ツウキ												通期 ツウキ												上期合計 カミキ ゴウケイ												下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

								オークション収入 シュウニュウ				3,255,572,230		3,255,572		59.4%		3,840,321,200		3,840,321		63.5%		118.0%		2,275,150,748		2,275,150		55.2%		69.9%		59.2%		オークション収入 シュウニュウ				3,255,572,230		3,255,572		59.4%		3,840,321,200		3,840,321		63.5%		118.0%		2,275,150,748		2,275,150		56.6%		71.7%		60.8%		オークション収入 シュウニュウ				924,078,917		924,078		62.3%		864,681,000		864,681		67.6%		93.6%		811,296,917		811,296		62.6%		87.8%		93.8%		オークション収入 シュウニュウ				703,443,922		703,443		56.1%		721,276,000		721,276		60.1%		102.5%		612,389,446		612,389		57.4%		87.1%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ				595,819,731		595,819		64.6%		694,309,600		694,309		64.0%		116.5%		430,621,005		430,621		53.9%		72.3%		62.0%		オークション収入 シュウニュウ				1,032,229,660		1,032,229		56.6%		1,560,054,600		1,560,054		62.7%		151.1%		420,843,380		420,843		43.7%		40.8%		27.0%		オークション収入 シュウニュウ				1,627,522,839		1,627,522		59.4%		1,585,957,000		1,585,957		64.0%		97.4%		1,423,686,363		1,423,686		60.3%		87.5%		89.8%		オークション収入 シュウニュウ				1,628,049,391		1,628,049		59.3%		2,254,364,200		2,254,364		63.1%		138.5%		851,464,385		851,464		48.3%		52.3%		37.8%		オークション収入 シュウニュウ				4,184,028,400		4,184,028		62.9%		179.3%		オークション収入 シュウニュウ				2,599,639,000		2,599,639		50.7%		114.3%		オークション収入 シュウニュウ				1,058,637,000		1,058,637		20.7%		74.4%		オークション収入 シュウニュウ				1,541,002,000		1,541,002		30.1%		181.0%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		104,695,188		104,695		1.9%		121,321,200		121,321		2.0%		115.9%		110,845,095		110,845		2.7%		105.9%		91.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		104,695,188		104,695		1.9%		121,321,200		121,321		2.0%		115.9%		110,845,095		110,845		2.6%		103.8%		89.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		24,592,207		24,592		1.7%		27,381,000		27,381		2.1%		111.3%		31,441,985		31,441		2.4%		127.9%		114.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		25,438,662		25,438		2.0%		29,576,000		29,576		2.5%		116.3%		25,249,378		25,249		2.4%		99.3%		85.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		30,714,948		30,714		3.3%		34,009,600		34,009		3.1%		110.7%		26,310,293		26,310		3.3%		85.7%		77.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		23,949,371		23,949		1.3%		30,354,600		30,354		1.2%		126.7%		27,843,439		27,843		2.9%		116.3%		91.7%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		50,030,869		50,030		1.8%		56,957,000		56,957		2.3%		113.8%		56,691,363		56,691		2.4%		113.3%		99.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		54,664,319		54,664		2.0%		64,364,200		64,364		1.8%		117.7%		54,153,732		54,153		3.1%		99.1%		84.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		63,528,400		63,528		1.0%		58.5%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		113,139,000		113,139		2.2%		102.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		57,587,000		57,587		1.1%		101.6%		オークション収入 シュウニュウ		中古PC（RTA） チュウコ		55,552,000		55,552		1.1%		102.6%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		3,150,877,042		3,150,877		57.5%		3,719,000,000		3,719,000		61.4%		118.0%		2,164,305,653		2,164,305		52.5%		68.7%		58.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		3,150,877,042		3,150,877		57.5%		3,719,000,000		3,719,000		61.4%		118.0%		2,164,305,653		2,164,305		54.0%		70.6%		59.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		899,486,710		899,486		60.6%		837,300,000		837,300		65.4%		93.1%		779,854,932		779,854		60.2%		86.7%		93.1%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		678,005,260		678,005		54.1%		691,700,000		691,700		57.6%		102.0%		587,140,068		587,140		55.0%		86.6%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		565,104,783		565,104		61.3%		660,300,000		660,300		60.9%		116.8%		404,310,712		404,310		50.6%		71.5%		61.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,008,280,289		1,008,280		55.3%		1,529,700,000		1,529,700		61.5%		151.7%		392,999,941		392,999		40.8%		39.0%		25.7%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,577,491,970		1,577,491		57.6%		1,529,000,000		1,529,000		61.7%		96.9%		1,366,995,000		1,366,995		57.9%		86.7%		89.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,573,385,072		1,573,385		57.3%		2,190,000,000		2,190,000		61.3%		139.2%		797,310,653		797,310		45.2%		50.7%		36.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		4,120,500,000		4,120,500		62.0%		185.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		2,486,500,000		2,486,500		48.5%		114.9%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,001,050,000		1,001,050		19.5%		73.2%		オークション収入 シュウニュウ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,485,450,000		1,485,450		29.0%		186.3%				0

								会費収入				5,850,003		5,850		0.1%		5,160,000		5,160		0.1%		88.2%		5,440,000		5,440		0.1%		93.0%		105.4%		会費収入				5,850,003		5,850		0.1%		5,160,000		5,160		0.1%		88.2%		5,440,000		5,440		0.1%		92.6%		104.9%		会費収入				2,045,001		2,045		0.1%		1,200,000		1,200		0.1%		58.7%		1,170,000		1,170		0.1%		57.2%		97.5%		会費収入				1,165,002		1,165		0.1%		1,260,000		1,260		0.1%		108.2%		1,350,000		1,350		0.1%		115.9%		107.1%		会費収入				1,240,000		1,240		0.1%		1,320,000		1,320		0.1%		106.5%		1,440,000		1,440		0.2%		116.1%		109.1%		会費収入				1,400,000		1,400		0.1%		1,380,000		1,380		0.1%		98.6%		1,480,000		1,480		0.2%		105.7%		107.2%		会費収入				3,210,003		3,210		0.1%		2,460,000		2,460		0.1%		76.6%		2,520,000		2,520		0.1%		78.5%		102.4%		会費収入				2,640,000		2,640		0.1%		2,700,000		2,700		0.1%		102.3%		2,920,000		2,920		0.2%		110.6%		108.1%		会費収入				2,760,000		2,760		0.0%		51.0%		会費収入				5,450,000		5,450		0.1%		100.2%		会費収入				2,580,000		2,580		0.1%		102.4%		会費収入				2,870,000		2,870		0.1%		98.3%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		会費収入				会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		5,850,003		5,850		0.1%		5,160,000		5,160		0.1%		88.2%		5,440,000		5,440		0.1%		93.0%		105.4%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		5,850,003		5,850		0.1%		5,160,000		5,160		0.1%		88.2%		5,440,000		5,440		0.1%		92.6%		104.9%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		2,045,001		2,045		0.1%		1,200,000		1,200		0.1%		58.7%		1,170,000		1,170		0.1%		57.2%		97.5%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		1,165,002		1,165		0.1%		1,260,000		1,260		0.1%		108.2%		1,350,000		1,350		0.1%		115.9%		107.1%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		1,240,000		1,240		0.1%		1,320,000		1,320		0.1%		106.5%		1,440,000		1,440		0.2%		116.1%		109.1%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		1,400,000		1,400		0.1%		1,380,000		1,380		0.1%		98.6%		1,480,000		1,480		0.2%		105.7%		107.2%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		3,210,003		3,210		0.1%		2,460,000		2,460		0.1%		76.6%		2,520,000		2,520		0.1%		78.5%		102.4%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		2,640,000		2,640		0.1%		2,700,000		2,700		0.1%		102.3%		2,920,000		2,920		0.2%		110.6%		108.1%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		2,760,000		2,760		0.0%		51.0%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		5,450,000		5,450		0.1%		100.2%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		2,580,000		2,580		0.1%		102.4%		会費収入		中古PC（RTA） チュウコ		2,870,000		2,870		0.1%		98.3%				0

								その他収入				2,223,534,988		2,223,534		40.5%		2,207,840,000		2,207,840		36.5%		99.3%		1,845,700,293		1,845,700		44.7%		83.0%		83.6%		その他収入				2,223,534,988		2,223,534		40.5%		2,207,840,000		2,207,840		36.5%		99.3%		1,845,700,293		1,845,700		42.2%		78.3%		78.8%		その他収入				675,564,913		675,564		45.5%		448,680,000		448,680		35.1%		66.4%		482,573,662		482,573		37.3%		71.4%		107.6%		その他収入				432,261,481		432,261		34.5%		451,460,000		451,460		37.6%		104.4%		453,700,665		453,700		42.5%		105.0%		100.5%		その他収入				324,918,846		324,918		35.3%		382,280,000		382,280		35.2%		117.7%		368,473,404		368,473		46.1%		113.4%		96.4%		その他収入				790,789,748		790,789		43.3%		925,420,000		925,420		37.2%		117.0%		540,952,562		540,952		56.2%		68.4%		58.5%		その他収入				1,107,826,394		1,107,826		40.5%		900,140,000		900,140		36.3%		81.3%		936,274,327		936,274		39.6%		84.5%		104.0%		その他収入				1,115,708,594		1,115,708		40.6%		1,307,700,000		1,307,700		36.6%		117.2%		909,425,966		909,425		51.6%		81.5%		69.5%		その他収入				2,239,500,000		2,239,500		33.7%		128.7%		その他収入				2,520,752,200		2,520,752		49.2%		136.6%		その他収入				980,850,000		980,850		19.1%		104.8%		その他収入				1,539,902,200		1,539,902		30.0%		169.3%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		その他収入				その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		157,044,900		157,044		2.9%		296,340,000		296,340		4.9%		188.7%		145,615,343		145,615		3.5%		92.7%		49.1%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		157,044,900		157,044		2.9%		296,340,000		296,340		4.9%		188.7%		145,615,343		145,615		3.6%		94.0%		49.8%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		12,357,194		12,357		0.8%		19,680,000		19,680		1.5%		159.3%		10,232,195		10,232		0.8%		82.8%		52.0%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		38,796,784		38,796		3.1%		110,460,000		110,460		9.2%		284.7%		21,738,042		21,738		2.0%		56.0%		19.7%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		12,886,384		12,886		1.4%		54,780,000		54,780		5.0%		425.1%		9,721,444		9,721		1.2%		75.4%		17.7%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		93,004,538		93,004		5.1%		111,420,000		111,420		4.5%		119.8%		103,923,662		103,923		10.8%		111.7%		93.3%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		51,153,978		51,153		1.9%		130,140,000		130,140		5.2%		254.4%		31,970,237		31,970		1.4%		62.5%		24.6%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		105,890,922		105,890		3.9%		166,200,000		166,200		4.7%		157.0%		113,645,106		113,645		6.4%		107.3%		68.4%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		232,500,000		232,500		3.5%		157.5%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		155,752,200		155,752		3.0%		107.0%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		51,350,000		51,350		1.0%		160.6%		その他収入		中古PC（RTA） チュウコ		104,402,200		104,402		2.0%		91.9%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		その他収入				その他収入		中古スマートフォン（GRC）		2,066,490,088		2,066,490		37.7%		1,870,000,000		1,870,000		30.9%		90.5%		1,700,084,950		1,700,084		41.2%		82.3%		90.9%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		2,066,490,088		2,066,490		37.7%		1,870,000,000		1,870,000		30.9%		90.5%		1,700,084,950		1,700,084		38.6%		77.1%		85.2%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		663,207,719		663,207		44.7%		429,000,000		429,000		33.5%		64.7%		472,341,467		472,341		36.5%		71.2%		110.1%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		393,464,697		393,464		31.4%		341,000,000		341,000		28.4%		86.7%		431,962,623		431,962		40.5%		109.8%		126.7%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		312,032,462		312,032		33.9%		319,000,000		319,000		29.4%		102.2%		358,751,960		358,751		44.9%		115.0%		112.5%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		697,785,210		697,785		38.2%		781,000,000		781,000		31.4%		111.9%		437,028,900		437,028		45.4%		62.6%		56.0%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		1,056,672,416		1,056,672		38.6%		770,000,000		770,000		31.1%		72.9%		904,304,090		904,304		38.3%		85.6%		117.4%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		1,009,817,672		1,009,817		36.8%		1,100,000,000		1,100,000		30.8%		108.9%		795,780,860		795,780		45.1%		78.8%		72.3%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		1,925,000,000		1,925,000		28.9%		120.9%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		2,365,000,000		2,365,000		46.1%		139.1%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		929,500,000		929,500		18.1%		102.8%		その他収入		中古スマートフォン（GRC）		1,435,500,000		1,435,500		28.0%		180.4%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		その他収入				その他収入		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		0.7%		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		0.7%		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		8,500,000		8,500		0.8%		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		33,000,000		33,000		1.3%		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		1.2%		-		0		0		-		-		-		その他収入		LBD		82,000,000		82,000		1.2%		-		その他収入		LBD				0		-		-		その他収入		LBD				0		-		-		その他収入		LBD				0		-		-				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,484,957,221		5,484,957		100.0%		6,053,321,200		6,053,321		100.0%		110.4%		4,126,291,042		4,126,291		100.0%		75.2%		68.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,484,957,221		5,484,957		100.0%		6,053,321,200		6,053,321		100.0%		110.4%		4,126,291,042		4,126,291		98.9%		74.4%		67.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,601,688,831		1,601,688		107.9%		1,314,561,000		1,314,561		102.7%		82.1%		1,295,040,580		1,295,040		100.0%		80.9%		98.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,136,870,405		1,136,870		90.7%		1,173,996,000		1,173,996		97.8%		103.3%		1,067,440,111		1,067,440		100.0%		93.9%		90.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				921,978,577		921,978		100.0%		1,077,909,600		1,077,909		99.3%		116.9%		800,534,409		800,534		100.1%		86.8%		74.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,824,419,408		1,824,419		100.0%		2,486,854,600		2,486,854		100.0%		136.3%		963,275,942		963,275		100.0%		52.8%		38.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,738,559,236		2,738,559		100.0%		2,488,557,000		2,488,557		100.4%		90.9%		2,362,480,690		2,362,480		100.0%		86.3%		94.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,746,397,985		2,746,397		100.0%		3,564,764,200		3,564,764		99.8%		129.8%		1,763,810,351		1,763,810		100.1%		64.2%		49.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,426,288,400		6,426,288		96.6%		157.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,125,841,200		5,125,841		100.0%		124.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,042,067,000		2,042,067		39.8%		86.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,083,774,200		3,083,774		60.2%		174.8%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		267,590,091		267,590		4.9%		422,821,200		422,821		7.0%		158.0%		261,900,439		261,900		6.3%		97.9%		61.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		267,590,091		267,590		4.9%		422,821,200		422,821		7.0%		158.0%		261,900,439		261,900		6.3%		97.8%		61.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		38,994,402		38,994		2.6%		48,261,000		48,261		3.8%		123.8%		42,844,181		42,844		3.3%		109.9%		88.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		65,400,448		65,400		5.2%		141,296,000		141,296		11.8%		216.0%		48,337,420		48,337		4.5%		73.9%		34.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		44,841,332		44,841		4.9%		90,109,600		90,109		8.3%		201.0%		37,471,737		37,471		4.7%		83.6%		41.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		118,353,909		118,353		6.5%		143,154,600		143,154		5.8%		121.0%		133,247,101		133,247		13.8%		112.6%		93.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		104,394,850		104,394		3.8%		189,557,000		189,557		7.6%		181.6%		91,181,600		91,181		3.9%		87.3%		48.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		163,195,241		163,195		5.9%		233,264,200		233,264		6.5%		142.9%		170,718,838		170,718		9.7%		104.6%		73.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		298,788,400		298,788		4.5%		114.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		274,341,200		274,341		5.4%		104.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		111,517,000		111,517		2.2%		122.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古PC（RTA）		162,824,200		162,824		3.2%		95.4%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		5,217,367,130		5,217,367		95.1%		5,589,000,000		5,589,000		92.3%		107.1%		3,864,390,603		3,864,390		93.7%		74.1%		69.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		5,217,367,130		5,217,367		95.1%		5,589,000,000		5,589,000		92.3%		107.1%		3,864,390,603		3,864,390		92.6%		73.2%		68.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		1,562,694,429		1,562,694		105.3%		1,266,300,000		1,266,300		99.0%		81.0%		1,252,196,399		1,252,196		96.7%		80.1%		98.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		1,071,469,957		1,071,469		85.5%		1,032,700,000		1,032,700		86.0%		96.4%		1,019,102,691		1,019,102		95.5%		95.1%		98.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		877,137,245		877,137		95.2%		979,300,000		979,300		90.3%		111.6%		763,062,672		763,062		95.4%		87.0%		77.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		1,706,065,499		1,706,065		93.5%		2,310,700,000		2,310,700		92.9%		135.4%		830,028,841		830,028		86.2%		48.7%		35.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		2,634,164,386		2,634,164		96.2%		2,299,000,000		2,299,000		92.7%		87.3%		2,271,299,090		2,271,299		96.1%		86.2%		98.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		2,583,202,744		2,583,202		94.1%		3,290,000,000		3,290,000		92.1%		127.4%		1,593,091,513		1,593,091		90.4%		61.7%		48.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		6,045,500,000		6,045,500		90.9%		158.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		4,851,500,000		4,851,500		94.6%		125.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		1,930,550,000		1,930,550		37.7%		85.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC）		2,920,950,000		2,920,950		57.0%		183.4%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		0.7%		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		0.7%		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		8,500,000		8,500		0.8%		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		33,000,000		33,000		1.3%		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		41,500,000		41,500		1.2%		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		82,000,000		82,000		1.2%		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		LBD		0		0		-		-				0

								連結調整勘定				△ 1,052,201		△ 1,052		-		△ 1,143,492		△ 1,143		-		-		△ 914,956		△ 914		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,052,201		△ 1,052		-		△ 1,143,492		△ 1,143		-		-		△ 914,956		△ 914		1.1%		-		-		連結調整勘定				△ 117,496,998		△ 117,496		-		△ 35,146,473		△ 35,146		-		-		△ 1		0		-		-		-		連結調整勘定				116,702,998		116,702		9.3%		26,274,127		26,274		2.2%		22.5%		0		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 254,201		△ 254		-		7,104,427		7,104		0.7%		-		△ 914,920		△ 914		-		-		-		連結調整勘定				△ 4,000		△ 4		-		624,427		624		0.0%		-		△ 35		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 794,000		△ 794		-		△ 8,872,346		△ 8,872		-		-		0		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 258,201		△ 258		-		7,728,854		7,728		0.2%		-		△ 914,955		△ 914		-		-		-		連結調整勘定				223,931,509		223,931		3.4%		498.2%		連結調整勘定				0		0		-		-		連結調整勘定				3,083,774,200		3,083,774		60.2%		-		連結調整勘定				2,042,067,000		2,042,067		39.8%		-				△ 5,125,841,200

								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				5,483,905,020		5,483,905		100.0%		6,052,177,708		6,052,177		100.0%		110.4%		4,125,376,086		4,125,376		100.0%		75.2%		68.2%		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				5,483,905,020		5,483,905		100.0%		6,052,177,708		6,052,177		100.0%		110.4%		4,125,376,086		4,125,376		100.0%		75.2%		68.1%		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				1,484,191,833		1,484,191		100.0%		1,279,414,527		1,279,414		100.0%		86.2%		1,295,040,579		1,295,040		100.0%		87.3%		101.2%		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				1,253,573,403		1,253,573		100.0%		1,200,270,127		1,200,270		100.0%		95.7%		1,067,440,111		1,067,440		100.0%		85.2%		88.9%		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				921,724,376		921,724		100.0%		1,085,014,027		1,085,014		100.0%		117.7%		799,619,489		799,619		100.0%		86.8%		73.7%		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				1,824,415,408		1,824,415		100.0%		2,487,479,027		2,487,479		100.0%		136.3%		963,275,907		963,275		100.0%		52.8%		38.7%		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				2,737,765,236		2,737,765		100.0%		2,479,684,654		2,479,684		100.0%		90.6%		2,362,480,690		2,362,480		100.0%		86.3%		95.3%		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				2,746,139,784		2,746,139		100.0%		3,572,493,054		3,572,493		100.0%		130.1%		1,762,895,396		1,762,895		100.0%		64.2%		49.3%		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				6,650,219,909		6,650,219		100.0%		161.2%		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				5,125,841,200		5,125,841		100.0%		124.3%		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				5,125,841,200		5,125,841		100.0%		217.0%		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				5,125,841,200		5,125,841		100.0%		290.8%				△ 5,125,841,200

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		26,111,077		26,111		9.8%		195,447,889		195,447		46.2%		748.5%		23,366,970		23,366		8.9%		89.5%		12.0%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		26,111,077		26,111		9.8%		195,447,889		195,447		46.2%		748.5%		23,366,970		23,366		8.2%		82.5%		11.0%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		3,030,871		3,030		7.8%		10,942,321		10,942		22.7%		361.0%		7,468,593		7,468		17.4%		246.4%		68.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		6,995,884		6,995		10.7%		76,774,774		76,774		54.3%		1097.4%		5,070,621		5,070		10.5%		72.5%		6.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		1,622,728		1,622		3.6%		52,445,094		52,445		58.2%		3231.9%		△ 2,863,308		△ 2,863		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		14,461,594		14,461		12.2%		55,285,700		55,285		38.6%		382.3%		13,691,064		13,691		10.3%		94.7%		24.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		10,026,755		10,026		9.6%		87,717,095		87,717		46.3%		874.8%		12,539,214		12,539		13.8%		125.1%		14.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		16,084,322		16,084		9.9%		107,730,794		107,730		46.2%		669.8%		10,827,756		10,827		6.3%		67.3%		10.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		284,553,971		284,553		95.2%		1320.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		8,947,413		8,947		-		38.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		1,946,094		1,946		-		15.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古PC（RTA） チュウコ		7,001,319		7,001		-		64.7%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		2,997,329,278		2,997,329		57.4%		3,139,090,357		3,139,090		56.2%		104.7%		2,047,938,768		2,047,938		53.0%		68.3%		65.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		2,997,329,278		2,997,329		57.4%		3,139,090,357		3,139,090		56.2%		104.7%		2,047,938,768		2,047,938		52.5%		66.9%		63.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		909,703,117		909,703		58.2%		706,760,531		706,760		55.8%		77.7%		752,283,015		752,283		60.1%		82.7%		106.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		591,059,605		591,059		55.2%		541,737,206		541,737		52.5%		91.7%		544,264,978		544,264		53.4%		92.1%		100.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		476,192,241		476,192		54.3%		507,799,930		507,799		51.9%		106.6%		393,563,631		393,563		51.6%		82.6%		77.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,020,374,315		1,020,374		59.8%		1,382,792,690		1,382,792		59.8%		135.5%		357,827,144		357,827		43.1%		35.1%		25.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,500,762,722		1,500,762		57.0%		1,248,497,737		1,248,497		54.3%		83.2%		1,296,547,993		1,296,547		57.1%		86.4%		103.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,496,566,556		1,496,566		57.9%		1,890,592,620		1,890,592		57.5%		126.3%		751,390,775		751,390		47.2%		50.2%		39.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		3,359,200,855		3,359,200		55.6%		167.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		2,501,572,909		2,501,572		48.8%		122.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		896,307,103		896,307		43.9%		69.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		中古スマートフォン（GRC） チュウコ		1,605,265,806		1,605,265		52.1%		213.6%				0

		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		287,040		287		0.7%		-		△ 34,921,451		△ 34,921		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		287,040		287		0.7%		-		△ 34,921,451		△ 34,921		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		△ 9,678,743		△ 9,678		-		-		△ 11,569,331		△ 11,569		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		△ 9,890,237		△ 9,890		-		-		△ 11,950,600		△ 11,950		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		△ 1,639,670		△ 1,639		-		-		△ 8,679,054		△ 8,679		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		21,495,690		21,495		65.1%		-		△ 2,722,466		△ 2,722		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		△ 19,568,980		△ 19,568		-		-		△ 23,519,931		△ 23,519		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		0		0		-		19,856,020		19,856		47.8%		-		△ 11,401,520		△ 11,401		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		7,383,384		7,383		9.0%		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		△ 13,484,080		△ 13,484		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		△ 6,742,040		△ 6,742		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ		LBD		△ 6,742,040		△ 6,742		-		-				0

								営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,825,286		3,334,825		55.1%		110.3%		2,036,384,287		2,036,384		49.4%		67.4%		61.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,825,286		3,334,825		55.1%		110.3%		2,036,384,287		2,036,384		48.8%		65.8%		59.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				912,733,988		912,733		57.0%		708,024,109		708,024		53.9%		77.6%		748,182,277		748,182		57.8%		82.0%		105.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				598,055,489		598,055		52.6%		608,621,743		608,621		51.8%		101.8%		537,384,999		537,384		50.3%		89.9%		88.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				477,814,969		477,814		51.8%		558,605,354		558,605		51.8%		116.9%		382,021,269		382,021		47.7%		80.0%		68.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,034,835,909		1,034,835		56.7%		1,459,574,080		1,459,574		58.7%		141.0%		368,795,742		368,795		38.3%		35.6%		25.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,510,789,477		1,510,789		55.2%		1,316,645,852		1,316,645		52.9%		87.1%		1,285,567,276		1,285,567		54.4%		85.1%		97.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,512,650,878		1,512,650		55.1%		2,018,179,434		2,018,179		56.6%		133.4%		750,817,011		750,817		42.6%		49.6%		37.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,651,138,210		3,651,138		56.8%		183.4%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				2,497,036,242		2,497,036		51.5%		122.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				891,511,157		891,511		46.2%		69.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,605,525,085		1,605,525		55.0%		213.8%				0

								連結調整勘定				0		0		-		△ 120,484		△ 120		-		-		△ 3		0		-		-		-		連結調整勘定				0		0		-		△ 120,484		△ 120		-		-		△ 3		0		-		-		-		連結調整勘定				250,453		250		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 250,453		△ 250		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 110,444		△ 110		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		連結調整勘定				110,444		110		-		△ 30,121		△ 30		-		-		△ 3		0		-		-		-		連結調整勘定				0		0		-		△ 60,242		△ 60		-		-		0		0		-		-		-		連結調整勘定				0		0		-		△ 60,242		△ 60		-		-		△ 3		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 120,486		△ 120		-		-		連結調整勘定				18,000,000		18,000		-		-		連結調整勘定				1,623,525,085		1,623,525		-		-		連結調整勘定				909,511,157		909,511		-		-				△ 2,515,036,242

								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				3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,704,802		3,334,704		55.1%		110.3%		2,036,384,284		2,036,384		49.4%		67.4%		61.1%		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				3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,704,802		3,334,704		55.1%		110.3%		2,036,384,284		2,036,384		48.3%		65.8%		59.7%		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				912,984,441		912,984		61.5%		707,993,988		707,993		55.3%		77.5%		748,182,277		748,182		57.8%		81.9%		105.7%		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				597,805,036		597,805		47.7%		608,591,622		608,591		50.7%		101.8%		537,384,999		537,384		50.3%		89.9%		88.3%		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				477,704,525		477,704		51.8%		558,575,233		558,575		51.5%		116.9%		382,021,269		382,021		47.8%		80.0%		68.4%		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				1,034,946,353		1,034,946		56.7%		1,459,543,959		1,459,543		58.7%		141.0%		368,795,739		368,795		38.3%		35.6%		25.3%		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				1,510,789,477		1,510,789		55.2%		1,316,585,610		1,316,585		53.1%		87.1%		1,285,567,276		1,285,567		54.4%		85.1%		97.6%		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				1,512,650,878		1,512,650		55.1%		2,018,119,192		2,018,119		56.5%		133.4%		750,817,008		750,817		42.6%		49.6%		37.2%		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				3,651,017,724		3,651,017		54.9%		183.4%		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				2,515,036,242		2,515,036		-		123.5%		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				2,515,036,242		2,515,036		81.6%		195.6%		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				2,515,036,242		2,515,036		123.2%		335.0%				△ 2,515,036,242

								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																		 						セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																																																																										0

								4.0																																																								第1四半期・第2四半期																																																								第3四半期・第4四半期																																																								上期・下期																																																																																																										0

								その他情報流通事業セグメント タ																																																				（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 タ																																																				（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 タ																																																				（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 タ																																																				（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												（単位：千円・％） タンイ センエン												（単位：千円・％） タンイ センエン						0

								その他情報流通事業 タ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他情報流通事業 タ				18/12期 キ								その他情報流通事業 タ				18/12期 キ								その他情報流通事業 タ				18/12期 キ								その他情報流通事業 タ				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

												通期 ツウキ						通期 ツウキ																						4.0						4.0																						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																						上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																						下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																						通期 ツウキ												通期 ツウキ												上期合計 カミキ ゴウケイ												下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

								オークション収入 シュウニュウ				1,678,155,642		1,678,155		65.7%		1,816,382,764		1,816,382		67.6%		108.2%		1,677,229,584		1,677,229		64.3%		99.9%		92.3%		オークション収入 シュウニュウ				1,678,155,642		1,678,155		65.7%		1,816,382,764		1,816,382		67.6%		108.2%		1,677,229,584		1,677,229		63.8%		99.3%		91.8%		オークション収入 シュウニュウ				427,983,224		427,983		66.0%		455,425,692		455,425		67.9%		106.4%		398,629,828		398,629		62.2%		93.1%		87.5%		オークション収入 シュウニュウ				419,223,356		419,223		63.8%		438,237,974		438,237		66.9%		104.5%		409,106,681		409,106		64.4%		97.6%		93.4%		オークション収入 シュウニュウ				410,799,526		410,799		67.4%		456,176,547		456,176		67.4%		111.0%		432,926,681		432,926		64.6%		105.4%		94.9%		オークション収入 シュウニュウ				420,149,536		420,149		65.7%		466,542,551		466,542		68.2%		111.0%		436,566,394		436,566		66.1%		103.9%		93.6%		オークション収入 シュウニュウ				847,206,580		847,206		64.9%		893,663,666		893,663		67.4%		105.5%		807,736,509		807,736		63.3%		95.3%		90.4%		オークション収入 シュウニュウ				830,949,062		830,949		66.5%		922,719,098		922,719		67.8%		111.0%		869,493,075		869,493		65.4%		104.6%		94.2%		オークション収入 シュウニュウ				1,957,614,954		1,957,614		67.9%		117.4%		オークション収入 シュウニュウ				1,239,262,512		1,239,262		45.1%		73.9%		オークション収入 シュウニュウ				615,335,622		615,335		22.4%		76.2%		オークション収入 シュウニュウ				623,926,890		623,926		22.7%		71.8%				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		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		568,243,157		568,243		22.2%		587,104,000		587,104		21.9%		103.3%		534,967,020		534,967		20.5%		94.1%		91.1%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		568,243,157		568,243		22.2%		587,104,000		587,104		21.9%		103.3%		534,967,020		534,967		20.2%		93.0%		90.0%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		146,880,257		146,880		22.6%		159,400,000		159,400		23.8%		108.5%		135,322,366		135,322		21.1%		92.1%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		122,298,484		122,298		18.6%		130,258,000		130,258		19.9%		106.5%		110,577,541		110,577		17.4%		90.4%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		143,577,311		143,577		23.6%		149,900,000		149,900		22.1%		104.4%		142,043,971		142,043		21.2%		98.9%		94.8%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		155,487,105		155,487		24.3%		147,546,000		147,546		21.6%		94.9%		147,023,142		147,023		22.3%		94.6%		99.6%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		269,178,741		269,178		20.6%		289,658,000		289,658		21.8%		107.6%		245,899,907		245,899		19.3%		91.4%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		299,064,416		299,064		23.9%		297,446,000		297,446		21.9%		99.5%		289,067,113		289,067		21.7%		96.7%		97.2%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		648,287,000		648,287		22.5%		122.6%		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				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		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		631,660,805		631,660		24.7%		715,085,064		715,085		26.6%		113.2%		667,705,269		667,705		25.6%		105.7%		93.4%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		631,660,805		631,660		24.7%		715,085,064		715,085		26.6%		113.2%		667,705,269		667,705		25.5%		105.4%		93.1%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		162,234,467		162,234		25.0%		174,954,992		174,954		26.1%		107.8%		153,337,212		153,337		23.9%		94.5%		87.6%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		165,044,192		165,044		25.1%		175,178,974		175,178		26.7%		106.1%		169,941,050		169,941		26.7%		103.0%		97.0%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		145,897,215		145,897		23.9%		176,091,047		176,091		26.0%		120.7%		164,017,960		164,017		24.5%		112.4%		93.1%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		158,484,931		158,484		24.8%		188,860,051		188,860		27.6%		119.2%		180,409,047		180,409		27.3%		113.8%		95.5%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		327,278,659		327,278		25.1%		350,133,966		350,133		26.4%		107.0%		323,278,262		323,278		25.3%		98.8%		92.3%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		304,382,146		304,382		24.4%		364,951,098		364,951		26.8%		119.9%		344,427,007		344,427		25.9%		113.2%		94.4%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		783,032,054		783,032		27.2%		117.6%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		722,779,250		722,779		26.3%		108.2%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		353,676,716		353,676		12.9%		109.4%		オークション収入 シュウニュウ		ブランド品 ヒン		369,102,534		369,102		13.4%		107.2%				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		オークション収入				オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		478,251,680		478,251		18.7%		514,193,700		514,193		19.1%		107.5%		474,557,295		474,557		18.2%		99.2%		92.3%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		478,251,680		478,251		18.7%		514,193,700		514,193		19.1%		107.5%		474,557,295		474,557		18.1%		98.9%		92.0%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		118,868,500		118,868		18.3%		121,070,700		121,070		18.1%		101.9%		109,970,250		109,970		17.2%		92.5%		90.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		131,880,680		131,880		20.1%		132,801,000		132,801		20.3%		100.7%		128,588,090		128,588		20.2%		97.5%		96.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		121,325,000		121,325		19.9%		130,185,500		130,185		19.2%		107.3%		126,864,750		126,864		18.9%		104.6%		97.4%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		106,177,500		106,177		16.6%		130,136,500		130,136		19.0%		122.6%		109,134,205		109,134		16.5%		102.8%		83.9%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		250,749,180		250,749		19.2%		253,871,700		253,871		19.1%		101.2%		238,558,340		238,558		18.7%		95.1%		94.0%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		227,502,500		227,502		18.2%		260,322,000		260,322		19.1%		114.4%		235,998,955		235,998		17.7%		103.7%		90.7%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		526,295,900		526,295		18.3%		111.3%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		516,483,262		516,483		18.8%		108.8%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		261,658,906		261,658		9.5%		109.7%		オークション収入 シュウニュウ		中古バイク チュウコ		254,824,356		254,824		9.3%		108.0%				0

								会費収入				448,294,920		448,294		17.5%		458,644,469		458,644		17.1%		102.3%		456,306,810		456,306		17.5%		101.8%		99.5%		会費収入				448,294,920		448,294		17.5%		458,644,469		458,644		17.1%		102.3%		456,306,810		456,306		17.5%		101.8%		99.5%		会費収入				109,365,820		109,365		16.9%		113,524,394		113,524		16.9%		103.8%		113,935,310		113,935		17.8%		104.2%		100.4%		会費収入				111,648,700		111,648		17.0%		114,321,680		114,321		17.4%		102.4%		114,621,420		114,621		18.0%		102.7%		100.3%		会費収入				113,044,420		113,044		18.5%		114,867,322		114,867		17.0%		101.6%		114,017,560		114,017		17.0%		100.9%		99.3%		会費収入				114,235,980		114,235		17.9%		115,931,073		115,931		17.0%		101.5%		113,732,520		113,732		17.2%		99.6%		98.1%		会費収入				221,014,520		221,014		16.9%		227,846,074		227,846		17.2%		103.1%		228,556,730		228,556		17.9%		103.4%		100.3%		会費収入				227,280,400		227,280		18.2%		230,798,395		230,798		17.0%		101.5%		227,750,080		227,750		17.1%		100.2%		98.7%		会費収入				471,500,978		471,500		16.4%		103.4%		会費収入				349,818,000		349,818		12.7%		76.7%		会費収入				174,010,500		174,010		6.3%		76.1%		会費収入				175,807,500		175,807		6.4%		77.2%				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		会費収入				会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		111,475,400		111,475		4.4%		112,568,600		112,568		4.2%		101.0%		110,816,200		110,816		4.3%		99.4%		98.4%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		111,475,400		111,475		4.4%		112,568,600		112,568		4.2%		101.0%		110,816,200		110,816		4.2%		99.4%		98.5%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,852,800		27,852		4.3%		28,076,000		28,076		4.2%		100.8%		27,910,000		27,910		4.4%		100.2%		99.4%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,687,000		27,687		4.2%		27,840,800		27,840		4.2%		100.6%		27,856,800		27,856		4.4%		100.6%		100.1%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		27,879,200		27,879		4.6%		28,095,600		28,095		4.1%		100.8%		27,671,600		27,671		4.1%		99.3%		98.5%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		28,056,400		28,056		4.4%		28,556,200		28,556		4.2%		101.8%		27,377,800		27,377		4.1%		97.6%		95.9%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,539,800		55,539		4.3%		55,916,800		55,916		4.2%		100.7%		55,766,800		55,766		4.4%		100.4%		99.7%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,935,600		55,935		4.5%		56,651,800		56,651		4.2%		101.3%		55,049,400		55,049		4.1%		98.4%		97.2%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		119,193,400		119,193		4.1%		107.5%		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		会費収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				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		会費収入				会費収入		ブランド品 ヒン		98,434,620		98,434		3.9%		107,062,000		107,062		4.0%		108.8%		108,824,810		108,824		4.2%		110.6%		101.6%		会費収入		ブランド品 ヒン		98,434,620		98,434		3.9%		107,062,000		107,062		4.0%		108.8%		108,824,810		108,824		4.2%		110.7%		101.8%		会費収入		ブランド品 ヒン		23,576,000		23,576		3.6%		25,933,000		25,933		3.9%		110.0%		26,127,810		26,127		4.1%		110.8%		100.8%		会費収入		ブランド品 ヒン		24,400,200		24,400		3.7%		26,388,000		26,388		4.0%		108.1%		27,729,600		27,729		4.4%		113.6%		105.1%		会費収入		ブランド品 ヒン		24,943,400		24,943		4.1%		26,952,000		26,952		4.0%		108.1%		27,327,400		27,327		4.1%		109.6%		101.4%		会費収入		ブランド品 ヒン		25,515,020		25,515		4.0%		27,789,000		27,789		4.1%		108.9%		27,640,000		27,640		4.2%		108.3%		99.5%		会費収入		ブランド品 ヒン		47,976,200		47,976		3.7%		52,321,000		52,321		3.9%		109.1%		53,857,410		53,857		4.2%		112.3%		102.9%		会費収入		ブランド品 ヒン		50,458,420		50,458		4.0%		54,741,000		54,741		4.0%		108.5%		54,967,400		54,967		4.1%		108.9%		100.4%		会費収入		ブランド品 ヒン		116,962,000		116,962		4.1%		107.4%		会費収入		ブランド品 ヒン		114,823,000		114,823		4.2%		105.5%		会費収入		ブランド品 ヒン		56,509,000		56,509		2.1%		104.9%		会費収入		ブランド品 ヒン		58,314,000		58,314		2.1%		106.1%				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		会費収入				会費収入		中古バイク チュウコ		238,384,900		238,384		9.3%		239,013,869		239,013		8.9%		100.3%		236,665,800		236,665		9.1%		99.3%		99.0%		会費収入		中古バイク チュウコ		238,384,900		238,384		9.3%		239,013,869		239,013		8.9%		100.3%		236,665,800		236,665		9.1%		99.2%		98.9%		会費収入		中古バイク チュウコ		57,937,020		57,937		8.9%		59,515,394		59,515		8.9%		102.7%		59,897,500		59,897		9.3%		103.4%		100.6%		会費収入		中古バイク チュウコ		59,561,500		59,561		9.1%		60,092,880		60,092		9.2%		100.9%		59,035,020		59,035		9.3%		99.1%		98.2%		会費収入		中古バイク チュウコ		60,221,820		60,221		9.9%		59,819,722		59,819		8.8%		99.3%		59,018,560		59,018		8.8%		98.0%		98.7%		会費収入		中古バイク チュウコ		60,664,560		60,664		9.5%		59,585,873		59,585		8.7%		98.2%		58,714,720		58,714		8.9%		96.8%		98.5%		会費収入		中古バイク チュウコ		117,498,520		117,498		9.0%		119,608,274		119,608		9.0%		101.8%		118,932,520		118,932		9.3%		101.2%		99.4%		会費収入		中古バイク チュウコ		120,886,380		120,886		9.7%		119,405,595		119,405		8.8%		98.8%		117,733,280		117,733		8.9%		97.4%		98.6%		会費収入		中古バイク チュウコ		235,345,578		235,345		8.2%		99.6%		会費収入		中古バイク チュウコ		234,995,000		234,995		8.6%		99.3%		会費収入		中古バイク チュウコ		117,501,500		117,501		4.3%		98.8%		会費収入		中古バイク チュウコ		117,493,500		117,493		4.3%		99.8%				0

								その他収入				427,960,281		427,960		16.7%		461,530,000		461,530		17.2%		107.8%		473,314,831		473,314		18.2%		110.6%		102.6%		その他収入				427,960,281		427,960		16.7%		461,530,000		461,530		17.2%		107.8%		473,314,831		473,314		18.2%		111.1%		103.0%		その他収入				111,576,913		111,576		17.2%		115,085,000		115,085		17.2%		103.1%		127,641,924		127,641		19.9%		114.4%		110.9%		その他収入				125,510,248		125,510		19.1%		117,218,500		117,218		17.9%		93.4%		112,612,702		112,612		17.7%		89.7%		96.1%		その他収入				125,223,953		125,223		20.5%		116,863,500		116,863		17.3%		93.3%		123,211,457		123,211		18.4%		98.4%		105.4%		その他収入				65,649,167		65,649		10.3%		112,363,000		112,363		16.4%		171.2%		109,848,748		109,848		16.6%		167.3%		97.8%		その他収入				237,087,161		237,087		18.2%		232,303,500		232,303		17.5%		98.0%		240,254,626		240,254		18.8%		101.3%		103.4%		その他収入				190,873,120		190,873		15.3%		229,226,500		229,226		16.8%		120.1%		233,060,205		233,060		17.5%		122.1%		101.7%		その他収入				518,487,000		518,487		18.0%		109.1%		その他収入				235,932,220		235,932		8.6%		49.8%		その他収入				116,336,870		116,336		4.2%		48.4%		その他収入				119,595,350		119,595		4.4%		51.3%				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		その他収入				その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		229,039,845		229,039		9.0%		256,311,000		256,311		9.5%		111.9%		248,343,826		248,343		9.5%		108.4%		96.9%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		229,039,845		229,039		9.0%		256,311,000		256,311		9.5%		111.9%		248,343,826		248,343		9.5%		108.8%		97.2%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,039,096		55,039		8.5%		62,983,000		62,983		9.4%		114.4%		70,464,189		70,464		11.0%		128.0%		111.9%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		58,445,299		58,445		8.9%		67,307,000		67,307		10.3%		115.2%		59,692,772		59,692		9.4%		102.1%		88.7%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		53,301,245		53,301		8.7%		61,717,000		61,717		9.1%		115.8%		56,891,365		56,891		8.5%		106.7%		92.2%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		62,254,205		62,254		9.7%		64,304,000		64,304		9.4%		103.3%		61,295,500		61,295		9.3%		98.5%		95.3%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		113,484,395		113,484		8.7%		130,290,000		130,290		9.8%		114.8%		130,156,961		130,156		10.2%		114.7%		99.9%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		115,555,450		115,555		9.2%		126,021,000		126,021		9.3%		109.1%		118,186,865		118,186		8.9%		102.3%		93.8%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		297,723,000		297,723		10.3%		119.4%		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				0		-		-		その他収入		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ				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		その他収入				その他収入		ブランド品 ヒン		45,271,683		45,271		1.8%		37,100,000		37,100		1.4%		81.9%		60,281,010		60,281		2.3%		133.2%		162.5%		その他収入		ブランド品 ヒン		45,271,683		45,271		1.8%		37,100,000		37,100		1.4%		81.9%		60,281,010		60,281		2.3%		130.1%		158.7%		その他収入		ブランド品 ヒン		17,870,016		17,870		2.8%		10,960,000		10,960		1.6%		61.3%		13,481,226		13,481		2.1%		75.4%		123.0%		その他収入		ブランド品 ヒン		26,742,782		26,742		4.1%		7,590,000		7,590		1.2%		28.4%		11,796,634		11,796		1.9%		44.1%		155.4%		その他収入		ブランド品 ヒン		31,564,182		31,564		5.2%		10,960,000		10,960		1.6%		34.7%		21,315,806		21,315		3.2%		67.5%		194.5%		その他収入		ブランド品 ヒン		△ 30,905,297		△ 30,905		-		7,590,000		7,590		1.1%		-		13,687,344		13,687		2.1%		-		180.3%		その他収入		ブランド品 ヒン		44,612,798		44,612		3.4%		18,550,000		18,550		1.4%		41.6%		25,277,860		25,277		2.0%		56.7%		136.3%		その他収入		ブランド品 ヒン		658,885		658		0.1%		18,550,000		18,550		1.4%		2815.4%		35,003,150		35,003		2.6%		5312.5%		188.7%		その他収入		ブランド品 ヒン		38,300,000		38,300		1.3%		65.0%		その他収入		ブランド品 ヒン		52,500,000		52,500		1.9%		87.1%		その他収入		ブランド品 ヒン		25,850,000		25,850		0.9%		102.3%		その他収入		ブランド品 ヒン		26,650,000		26,650		1.0%		76.1%				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		その他収入				その他収入		中古バイク チュウコ		153,648,753		153,648		6.0%		168,119,000		168,119		6.3%		109.4%		164,689,995		164,689		6.3%		107.2%		98.0%		その他収入		中古バイク チュウコ		153,648,753		153,648		6.0%		168,119,000		168,119		6.3%		109.4%		164,689,995		164,689		6.4%		108.8%		99.4%		その他収入		中古バイク チュウコ		38,667,801		38,667		6.0%		41,142,000		41,142		6.1%		106.4%		43,696,509		43,696		6.8%		113.0%		106.2%		その他収入		中古バイク チュウコ		40,322,167		40,322		6.1%		42,321,500		42,321		6.5%		105.0%		41,123,296		41,123		6.5%		102.0%		97.2%		その他収入		中古バイク チュウコ		40,358,526		40,358		6.6%		44,186,500		44,186		6.5%		109.5%		45,004,286		45,004		6.7%		111.5%		101.9%		その他収入		中古バイク チュウコ		34,300,259		34,300		5.4%		40,469,000		40,469		5.9%		118.0%		34,865,904		34,865		5.3%		101.6%		86.2%		その他収入		中古バイク チュウコ		78,989,968		78,989		6.1%		83,463,500		83,463		6.3%		105.7%		84,819,805		84,819		6.6%		107.4%		101.6%		その他収入		中古バイク チュウコ		74,658,785		74,658		6.0%		84,655,500		84,655		6.2%		113.4%		79,870,190		79,870		6.0%		107.0%		94.3%		その他収入		中古バイク チュウコ		182,464,000		182,464		6.3%		109.2%		その他収入		中古バイク チュウコ		183,432,220		183,432		6.7%		111.4%		その他収入		中古バイク チュウコ		90,486,870		90,486		3.3%		106.7%		その他収入		中古バイク チュウコ		92,945,350		92,945		3.4%		116.4%				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,554,410,843		2,554,410		100.0%		2,736,557,233		2,736,557		101.9%		107.1%		2,606,851,225		2,606,851		100.0%		102.1%		95.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,554,410,843		2,554,410		100.0%		2,736,557,233		2,736,557		101.9%		107.1%		2,606,851,225		2,606,851		99.5%		101.7%		95.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				648,925,957		648,925		100.0%		684,035,086		684,035		102.0%		105.4%		640,207,062		640,207		99.9%		98.7%		93.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				656,382,304		656,382		100.0%		669,778,154		669,778		102.2%		102.0%		636,340,803		636,340		100.1%		96.9%		95.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				649,067,899		649,067		106.5%		687,907,369		687,907		101.6%		106.0%		670,155,698		670,155		100.0%		103.2%		97.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				600,034,683		600,034		93.8%		694,836,624		694,836		101.6%		115.8%		660,147,662		660,147		100.0%		110.0%		95.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,305,308,261		1,305,308		100.0%		1,353,813,240		1,353,813		102.1%		103.7%		1,276,547,865		1,276,547		100.0%		97.8%		94.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,249,102,582		1,249,102		100.0%		1,382,743,993		1,382,743		101.6%		110.7%		1,330,303,360		1,330,303		100.0%		106.5%		96.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,947,602,932		2,947,602		102.3%		113.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,825,012,732		1,825,012		66.4%		70.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				905,682,992		905,682		33.0%		70.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				919,329,740		919,329		33.5%		69.1%				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		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		908,758,402		908,758		35.6%		955,983,600		955,983		35.6%		105.2%		894,127,046		894,127		34.3%		98.4%		93.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		908,758,402		908,758		35.6%		955,983,600		955,983		35.6%		105.2%		894,127,046		894,127		34.0%		97.8%		93.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		229,772,153		229,772		35.4%		250,459,000		250,459		37.4%		109.0%		233,696,555		233,696		36.5%		101.7%		93.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		208,430,783		208,430		31.7%		225,405,800		225,405		34.4%		108.1%		198,127,113		198,127		31.2%		95.1%		87.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		224,757,756		224,757		36.9%		239,712,600		239,712		35.4%		106.7%		226,606,936		226,606		33.8%		100.8%		94.5%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		245,797,710		245,797		38.4%		240,406,200		240,406		35.2%		97.8%		235,696,442		235,696		35.7%		95.9%		98.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		438,202,936		438,202		33.6%		475,864,800		475,864		35.9%		108.6%		431,823,668		431,823		33.8%		98.5%		90.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		470,555,466		470,555		37.7%		480,118,800		480,118		35.3%		102.0%		462,303,378		462,303		34.8%		98.2%		96.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		1,065,203,400		1,065,203		37.0%		119.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		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		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		775,367,108		775,367		30.3%		859,247,064		859,247		32.0%		110.8%		836,811,089		836,811		32.1%		107.9%		97.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		775,367,108		775,367		30.3%		859,247,064		859,247		32.0%		110.8%		836,811,089		836,811		31.9%		107.5%		97.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		203,680,483		203,680		31.4%		211,847,992		211,847		31.6%		104.0%		192,946,248		192,946		30.1%		94.7%		91.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		216,187,174		216,187		32.9%		209,156,974		209,156		31.9%		96.7%		209,467,284		209,467		33.0%		96.9%		100.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		202,404,797		202,404		33.2%		214,003,047		214,003		31.6%		105.7%		212,661,166		212,661		31.7%		105.1%		99.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		153,094,654		153,094		23.9%		224,239,051		224,239		32.8%		146.5%		221,736,391		221,736		33.6%		144.8%		98.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		419,867,657		419,867		32.2%		421,004,966		421,004		31.8%		100.3%		402,413,532		402,413		31.5%		95.8%		95.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		355,499,451		355,499		28.5%		438,242,098		438,242		32.2%		123.3%		434,397,557		434,397		32.7%		122.2%		99.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		938,294,054		938,294		32.6%		112.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		890,102,250		890,102		32.4%		106.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		436,035,716		436,035		15.9%		108.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ブランド品 ヒン		454,066,534		454,066		16.5%		104.5%				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		売上合計				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		870,285,333		870,285		34.1%		921,326,569		921,326		34.3%		105.9%		875,913,090		875,913		33.6%		100.6%		95.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		870,285,333		870,285		34.1%		921,326,569		921,326		34.3%		105.9%		875,913,090		875,913		33.6%		100.7%		95.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		215,473,321		215,473		33.2%		221,728,094		221,728		33.1%		102.9%		213,564,259		213,564		33.3%		99.1%		96.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		231,764,347		231,764		35.3%		235,215,380		235,215		35.9%		101.5%		228,746,406		228,746		36.0%		98.7%		97.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		221,905,346		221,905		36.4%		234,191,722		234,191		34.6%		105.5%		230,887,596		230,887		34.5%		104.0%		98.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		201,142,319		201,142		31.4%		230,191,373		230,191		33.7%		114.4%		202,714,829		202,714		30.7%		100.8%		88.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		447,237,668		447,237		34.3%		456,943,474		456,943		34.5%		102.2%		442,310,665		442,310		34.7%		98.9%		96.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		423,047,665		423,047		33.9%		464,383,095		464,383		34.1%		109.8%		433,602,425		433,602		32.6%		102.5%		93.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		944,105,478		944,105		32.8%		107.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		934,910,482		934,910		34.0%		106.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		469,647,276		469,647		17.1%		106.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古バイク チュウコ		465,263,206		465,263		16.9%		107.3%				0

								連結調整勘定				660,481		660		0.0%		△ 49,877,046		△ 49,877		-		-		△ 93,264		△ 93		-		-		-		連結調整勘定				660,481		660		0.0%		△ 49,877,046		△ 49,877		-		-		△ 93,264		△ 93		0.5%		1900.9%		-		連結調整勘定				△ 5		0		-		△ 13,676,748		△ 13,676		-		-		626,676		626		0.1%		-		-		連結調整勘定				231,948		231		0.0%		△ 14,353,318		△ 14,353		-		-		△ 719,927		△ 719		-		-		-		連結調整勘定				△ 39,435,577		△ 39,435		-		△ 10,834,105		△ 10,834		-		-		△ 11		0		-		-		-		連結調整勘定				39,864,115		39,864		6.2%		△ 11,012,875		△ 11,012		-		-		△ 2		0		-		-		-		連結調整勘定				231,943		231		0.0%		△ 28,030,066		△ 28,030		-		-		△ 93,251		△ 93		-		-		-		連結調整勘定				428,538		428		0.0%		△ 21,846,980		△ 21,846		-		-		△ 13		0		-		-		-		連結調整勘定				△ 65,234,797		△ 65,234		-		-		連結調整勘定				923,114,794		923,114		33.6%		-		連結調整勘定				1,842,444,534		1,842,444		67.0%		-		連結調整勘定				1,828,797,786		1,828,797		66.5%		-				△ 2,748,127,526

								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				2,555,071,324		2,555,071		100.0%		2,686,680,187		2,686,680		100.0%		105.2%		2,606,757,961		2,606,757		100.0%		102.0%		97.0%		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				2,555,071,324		2,555,071		100.0%		2,686,680,187		2,686,680		100.0%		105.2%		2,606,757,961		2,606,757		100.0%		102.2%		97.2%		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				648,925,952		648,925		100.0%		670,358,338		670,358		100.0%		103.3%		640,833,738		640,833		100.0%		98.8%		95.6%		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				656,614,252		656,614		100.0%		655,424,836		655,424		100.0%		99.8%		635,620,876		635,620		100.0%		96.8%		97.0%		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				609,632,322		609,632		100.0%		677,073,264		677,073		100.0%		111.1%		670,155,687		670,155		100.0%		109.9%		99.0%		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				639,898,798		639,898		100.0%		683,823,749		683,823		100.0%		106.9%		660,147,660		660,147		100.0%		103.2%		96.5%		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				1,305,540,204		1,305,540		100.0%		1,325,783,174		1,325,783		100.0%		101.6%		1,276,454,614		1,276,454		100.0%		97.8%		96.3%		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				1,249,531,120		1,249,531		100.0%		1,360,897,013		1,360,897		100.0%		108.9%		1,330,303,347		1,330,303		100.0%		106.5%		97.8%		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				2,882,368,135		2,882,368		100.0%		110.4%		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				2,748,127,526		2,748,127		100.0%		105.4%		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				2,748,127,526		2,748,127		100.0%		215.3%		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				2,748,127,526		2,748,127		100.0%		206.6%				△ 2,748,127,526

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						利益率		前期比						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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				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		営業利益合計				営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		148,766,167		148,766		16.4%		161,919,400		161,919		16.9%		108.8%		133,461,326		133,461		14.9%		89.7%		82.4%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		148,766,167		148,766		16.4%		161,919,400		161,919		16.9%		108.8%		133,461,326		133,461		14.7%		88.1%		80.9%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		41,899,720		41,899		18.2%		55,053,950		55,053		22.0%		131.4%		33,935,039		33,935		14.5%		81.0%		61.6%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		13,889,867		13,889		6.7%		26,348,750		26,348		11.7%		189.7%		3,989,842		3,989		2.0%		28.7%		15.1%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		39,306,110		39,306		17.5%		48,881,550		48,881		20.4%		124.4%		46,407,067		46,407		20.5%		118.1%		94.9%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		53,670,470		53,670		21.8%		31,635,150		31,635		13.2%		58.9%		49,129,378		49,129		20.8%		91.5%		155.3%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		55,789,587		55,789		12.7%		81,402,700		81,402		17.1%		145.9%		37,924,881		37,924		8.8%		68.0%		46.6%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		92,976,580		92,976		19.8%		80,516,700		80,516		16.8%		86.6%		95,536,445		95,536		20.7%		102.8%		118.7%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		219,159,450		219,159		20.6%		167.3%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		153,027,594		153,027		-		114.7%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		53,747,227		53,747		-		141.7%		営業利益合計		花き（切花・鉢物） カ キリバナ ハチモノ		99,280,367		99,280		-		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		営業利益合計				営業利益合計		ブランド品 ヒン		253,259,829		253,259		32.7%		310,293,364		310,293		36.1%		122.5%		277,187,463		277,187		33.1%		109.4%		89.3%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		253,259,829		253,259		32.7%		310,293,364		310,293		36.1%		122.5%		277,187,463		277,187		33.1%		108.8%		88.8%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		76,002,910		76,002		37.3%		78,877,458		78,877		37.2%		103.8%		60,387,298		60,387		31.3%		79.5%		76.6%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		70,991,583		70,991		32.8%		71,347,387		71,347		34.1%		100.5%		65,373,523		65,373		31.2%		92.1%		91.6%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		46,959,982		46,959		23.2%		78,376,506		78,376		36.6%		166.9%		77,208,215		77,208		36.3%		164.4%		98.5%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		59,305,354		59,305		38.7%		81,692,013		81,692		36.4%		137.7%		74,218,427		74,218		33.5%		125.1%		90.9%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		146,994,493		146,994		35.0%		150,224,845		150,224		35.7%		102.2%		125,760,821		125,760		31.3%		85.6%		83.7%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		106,265,336		106,265		29.9%		160,068,519		160,068		36.5%		150.6%		151,426,642		151,426		34.9%		142.5%		94.6%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		360,488,034		360,488		38.4%		130.8%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		300,742,815		300,742		33.8%		108.5%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		145,714,490		145,714		33.4%		115.9%		営業利益合計		ブランド品 ヒン		155,028,325		155,028		34.1%		102.4%				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		営業利益合計				営業利益合計		中古バイク チュウコ		103,939,750		103,939		11.9%		131,359,983		131,359		14.3%		126.4%		145,392,971		145,392		16.6%		139.9%		110.7%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		103,939,750		103,939		11.9%		131,359,983		131,359		14.3%		126.4%		145,392,971		145,392		15.9%		134.5%		106.4%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		31,380,859		31,380		14.6%		32,682,274		32,682		14.7%		104.1%		39,837,288		39,837		18.7%		126.9%		121.9%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		39,177,594		39,177		16.9%		31,198,081		31,198		13.3%		79.6%		34,476,546		34,476		15.1%		88.0%		110.5%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		23,144,924		23,144		10.4%		35,074,846		35,074		15.0%		151.5%		45,506,068		45,506		19.7%		196.6%		129.7%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		10,236,373		10,236		5.1%		32,404,782		32,404		14.1%		316.6%		25,573,069		25,573		12.6%		249.8%		78.9%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		70,558,453		70,558		15.8%		63,880,355		63,880		14.0%		90.5%		74,313,834		74,313		16.8%		105.3%		116.3%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		33,381,297		33,381		7.9%		67,479,628		67,479		14.5%		202.1%		71,079,137		71,079		16.4%		212.9%		105.3%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		143,042,662		143,042		15.2%		102.4%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		158,316,700		158,316		16.9%		108.9%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		82,171,711		82,171		17.5%		110.6%		営業利益合計		中古バイク チュウコ		76,144,989		76,144		16.4%		107.1%				△ 0

								営業利益合計 エイギョウ リエキ				505,965,746		505,965		19.8%		603,572,747		603,572		22.1%		119.3%		556,041,760		556,041		21.3%		109.9%		92.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				505,965,746		505,965		19.8%		603,572,747		603,572		22.1%		119.3%		556,041,760		556,041		21.0%		108.0%		90.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				149,283,489		149,283		23.0%		166,613,682		166,613		24.4%		111.6%		134,159,625		134,159		21.0%		89.9%		80.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				124,059,044		124,059		18.9%		128,894,218		128,894		19.2%		103.9%		103,839,911		103,839		16.3%		83.7%		80.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				109,411,016		109,411		16.9%		162,332,902		162,332		23.6%		148.4%		169,121,350		169,121		25.2%		154.6%		104.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				123,212,197		123,212		20.5%		145,731,945		145,731		21.0%		118.3%		148,920,874		148,920		22.6%		120.9%		102.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				273,342,533		273,342		20.9%		295,507,900		295,507		21.8%		108.1%		237,999,536		237,999		18.6%		87.1%		80.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				232,623,213		232,623		18.6%		308,064,847		308,064		22.3%		132.4%		318,042,224		318,042		23.9%		136.7%		103.2%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				722,690,146		722,690		24.5%		132.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				612,087,109		612,087		33.5%		110.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				281,633,428		281,633		31.1%		118.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ				330,453,681		330,453		35.9%		103.9%				0

								連結調整勘定				119,644,999		119,644		18114.8%		24,606,400		24,606		-		20.6%		225,035,726		225,035		-		188.1%		914.5%		連結調整勘定				119,644,999		119,644		18114.8%		24,606,400		24,606		-		20.6%		225,035,726		225,035		1763.8%		185.1%		899.9%		連結調整勘定				29,148,338		29,148		-		6,151,600		6,151		-		21.1%		95,073,470		95,073		15171.1%		326.2%		1545.5%		連結調整勘定				14,862,671		14,862		6407.8%		6,151,600		6,151		-		41.4%		38,406,967		38,406		-		258.4%		624.3%		連結調整勘定				27,085,960		27,085		-		6,151,600		6,151		-		22.7%		38,927,229		38,927		-		143.7%		632.8%		連結調整勘定				48,548,030		48,548		121.8%		6,151,600		6,151		-		12.7%		52,628,060		52,628		-		108.4%		855.5%		連結調整勘定				44,011,009		44,011		18974.9%		12,303,200		12,303		-		28.0%		133,480,437		133,480		-		303.3%		1084.9%		連結調整勘定				75,633,990		75,633		17649.3%		12,303,200		12,303		-		16.3%		91,555,289		91,555		-		121.1%		744.2%		連結調整勘定				24,606,400		24,606		-		11.1%		連結調整勘定				36,000,000		35,999		3.9%		16.0%		連結調整勘定				366,453,681		366,453		19.9%		274.5%		連結調整勘定				317,633,428		317,633		17.4%		346.9%				△ 648,087,109

								営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				625,610,745		625,610		24.5%		628,179,147		628,179		23.4%		100.4%		781,077,486		781,077		30.0%		124.9%		124.3%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				625,610,745		625,610		24.5%		628,179,147		628,179		23.4%		100.4%		781,077,486		781,077		29.4%		122.7%		122.2%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				178,431,827		178,431		27.5%		172,765,282		172,765		25.8%		96.8%		229,233,095		229,233		35.8%		128.5%		132.7%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				138,921,715		138,921		21.2%		135,045,818		135,045		20.6%		97.2%		142,246,878		142,246		22.4%		102.4%		105.3%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				136,496,976		136,496		22.4%		168,484,502		168,484		24.9%		123.4%		208,048,579		208,048		31.0%		152.4%		123.5%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				171,760,227		171,760		26.8%		151,883,545		151,883		22.2%		88.4%		201,548,934		201,548		30.5%		117.3%		132.7%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				317,353,542		317,353		24.3%		307,811,100		307,811		23.2%		97.0%		371,479,973		371,479		29.1%		117.1%		120.7%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				308,257,203		308,257		24.7%		320,368,047		320,368		23.5%		103.9%		409,597,513		409,597		30.8%		132.9%		127.9%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				747,296,546		747,296		25.9%		97.3%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				648,087,109		648,087		23.6%		83.0%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				648,087,109		648,087		23.6%		174.5%		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				648,087,109		648,087		23.6%		158.2%				△ 648,087,109

								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																		 						セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																																																																										0

								4.0																																																								第1四半期・第2四半期																																																								第3四半期・第4四半期																																																								上期・下期																																																																																																										0

								その他事業セグメント ジギョウ																																																				（単位：千円・％） タンイ センエン				その他事業セグメント ジギョウ																																																				（単位：千円・％） タンイ センエン				その他事業セグメント ジギョウ																																																				（単位：千円・％） タンイ センエン				その他事業セグメント ジギョウ																																																				（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												（単位：千円・％） タンイ センエン												（単位：千円・％） タンイ センエン						0

								その他事業 タ ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期 キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				16/12期  キ						17/12期 キ																		その他事業 タ ジギョウ				18/12期 キ								その他事業 タ ジギョウ				18/12期 キ								その他事業 タ ジギョウ				18/12期 キ								その他事業 タ ジギョウ				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

												通期 ツウキ						通期 ツウキ																						4.0						4.0																						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																						上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																						下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																						通期 ツウキ												通期 ツウキ												上期合計 カミキ ゴウケイ												下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

								その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		419,130,406		419,130		21.7%		602,835,635		602,835		28.4%		143.8%		309,378,896		309,378		15.9%		73.8%		51.3%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		419,130,406		419,130		21.7%		602,835,635		602,835		28.4%		143.8%		309,378,896		309,378		16.1%		74.2%		51.6%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		121,741,855		121,741		20.9%		81,864,215		81,864		16.1%		67.2%		72,187,934		72,187		14.7%		59.3%		88.2%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		78,894,063		78,894		18.0%		83,846,400		83,846		18.7%		106.3%		74,605,019		74,605		15.3%		94.6%		89.0%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		69,764,035		69,764		18.4%		103,338,400		103,338		22.4%		148.1%		64,702,638		64,702		12.7%		92.7%		62.6%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		148,730,453		148,730		27.9%		333,786,620		333,786		47.5%		224.4%		97,883,305		97,883		21.1%		65.8%		29.3%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		200,635,918		200,635		19.7%		165,710,615		165,710		17.3%		82.6%		146,792,953		146,792		15.0%		73.2%		88.6%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		218,494,488		218,494		23.9%		437,125,020		437,125		37.6%		200.1%		162,585,943		162,585		16.7%		74.4%		37.2%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		817,066,015		817,066		33.2%		262.6%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		368,908,200		368,908		19.0%		119.2%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		139,828,900		139,828		7.2%		95.3%		その他収入		新規合計 シンキ ゴウケイ		229,079,300		229,079		11.8%		140.9%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		国際プロフィット コクサイ		357,951,000		357,951		18.5%		282,615,000		282,615		13.3%		79.0%		184,769,000		184,769		9.5%		51.6%		65.4%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		357,951,000		357,951		18.5%		282,615,000		282,615		13.3%		79.0%		184,769,000		184,769		9.5%		51.1%		64.8%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		117,497,000		117,497		20.2%		63,315,000		63,315		12.5%		53.9%		61,504,000		61,504		12.5%		52.3%		97.1%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		63,938,000		63,938		14.6%		52,035,000		52,035		11.6%		81.4%		44,198,000		44,198		9.1%		69.1%		84.9%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		58,033,000		58,033		15.3%		49,915,000		49,915		10.8%		86.0%		37,860,000		37,860		7.4%		65.2%		75.8%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		118,483,000		118,483		22.2%		117,350,000		117,350		16.7%		99.0%		41,207,000		41,207		8.9%		34.8%		35.1%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		181,435,000		181,435		17.8%		115,350,000		115,350		12.1%		63.6%		105,702,000		105,702		10.8%		58.3%		91.6%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		176,516,000		176,516		19.3%		167,265,000		167,265		14.4%		94.8%		79,067,000		79,067		8.1%		44.8%		47.3%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		307,275,000		307,275		12.5%		167.9%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		148,485,000		148,485		7.6%		80.4%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		50,312,500		50,312		2.6%		47.6%		その他収入		国際プロフィット コクサイ		98,172,500		98,172		5.1%		124.2%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		新規コスト シンキ		21,907		21		0.0%		152,669,405		152,669		7.2%		696897.8%		106,092		106		0.0%		484.3%		0.1%		その他収入		新規コスト シンキ		21,907		21		0.0%		152,669,405		152,669		7.2%		696897.8%		106,092		106		0.0%		479.7%		0.1%		その他収入		新規コスト シンキ		0		0		-		0		0		-		-		2,528		2		0.0%		-		-		その他収入		新規コスト シンキ		0		0		-		2,500,000		2,500		0.6%		-		85,564		85		0.0%		-		3.4%		その他収入		新規コスト シンキ		21,744		21		0.0%		15,000,000		15,000		3.3%		68984.5%		1,000		1		0.0%		4.6%		0.0%		その他収入		新規コスト シンキ		163		0		0.0%		135,169,405		135,169		19.2%		82926015.3%		17,000		17		0.0%		10429.4%		0.0%		その他収入		新規コスト シンキ		0		0		-		2,500,000		2,500		0.3%		-		88,092		88		0.0%		-		3.5%		その他収入		新規コスト シンキ		21,907		21		0.0%		150,169,405		150,169		12.9%		685485.9%		18,000		18		0.0%		82.2%		0.0%		その他収入		新規コスト シンキ		280,000,000		280,000		11.4%		266433.2%		その他収入		新規コスト シンキ		12,000,000		12,000		0.6%		11310.9%		その他収入		新規コスト シンキ		6,000,000		6,000		0.3%		6811.1%		その他収入		新規コスト シンキ		6,000,000		6,000		0.3%		33333.3%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,719,329		12,719		0.7%		15,857,630		15,857		0.7%		124.7%		18,946,661		18,946		1.0%		149.0%		119.5%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,719,329		12,719		0.7%		15,857,630		15,857		0.7%		124.7%		18,946,661		18,946		1.1%		160.8%		128.9%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		53,815		53		0.0%		53,815		53		0.0%		100.0%		88,327		88		0.0%		164.1%		164.1%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,665,514		12,665		2.4%		15,803,815		15,803		2.2%		124.8%		18,858,334		18,858		4.1%		148.9%		119.3%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		53,815		53		0.0%		53,815		53		0.0%		100.0%		88,327		88		0.0%		164.1%		164.1%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,665,514		12,665		1.4%		15,803,815		15,803		1.4%		124.8%		18,858,334		18,858		1.9%		148.9%		119.3%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		20,403,815		20,403		0.8%		99.8%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		33,750,000		33,750		1.7%		178.1%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,250,000		12,250		0.6%		13868.9%		その他収入		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		21,500,000		21,500		1.1%		114.0%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		48,438,170		48,438		2.5%		87,293,600		87,293		4.1%		180.2%		77,184,923		77,184		4.0%		159.3%		88.4%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		48,438,170		48,438		2.5%		87,293,600		87,293		4.1%		180.2%		77,184,923		77,184		4.1%		162.6%		90.2%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		4,191,040		4,191		0.7%		13,623,400		13,623		2.7%		325.1%		8,848,479		8,848		1.8%		211.1%		65.0%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		14,956,063		14,956		3.4%		18,503,400		18,503		4.1%		123.7%		24,770,375		24,770		5.1%		165.6%		133.9%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		11,709,291		11,709		3.1%		19,103,400		19,103		4.1%		163.1%		19,373,447		19,373		3.8%		165.5%		101.4%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		17,581,776		17,581		3.3%		36,063,400		36,063		5.1%		205.1%		24,192,622		24,192		5.2%		137.6%		67.1%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		19,147,103		19,147		1.9%		32,126,800		32,126		3.4%		167.8%		33,618,854		33,618		3.4%		175.6%		104.6%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		29,291,067		29,291		3.2%		55,166,800		55,166		4.7%		188.3%		43,566,069		43,566		4.5%		148.7%		79.0%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		104,693,600		104,693		4.2%		132.9%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		53,113,200		53,113		2.7%		68.8%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		25,966,400		25,966		1.3%		77.2%		その他収入		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		27,146,800		27,146		1.4%		62.3%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		KITARO		0		0		-		64,400,000		64,400		3.0%		-		28,372,220		28,372		1.5%		-		44.1%		その他収入		KITARO		0		0		-		64,400,000		64,400		3.0%		-		28,372,220		28,372		1.5%		-		44.8%		その他収入		KITARO		0		0		-		4,872,000		4,872		1.0%		-		1,744,600		1,744		0.4%		-		35.8%		その他収入		KITARO		0		0		-		10,808,000		10,808		2.4%		-		5,551,080		5,551		1.1%		-		51.4%		その他収入		KITARO		0		0		-		19,320,000		19,320		4.2%		-		7,468,191		7,468		1.5%		-		38.7%		その他収入		KITARO		0		0		-		29,400,000		29,400		4.2%		-		13,608,349		13,608		2.9%		-		46.3%		その他収入		KITARO		0		0		-		15,680,000		15,680		1.6%		-		7,295,680		7,295		0.7%		-		46.5%		その他収入		KITARO		0		0		-		48,720,000		48,720		4.2%		-		21,076,540		21,076		2.2%		-		43.3%		その他収入		KITARO		104,693,600		104,693		4.2%		363.1%		その他収入		KITARO		121,560,000		121,560		6.3%		428.4%		その他収入		KITARO		45,300,000		45,300		2.3%		620.9%		その他収入		KITARO		76,260,000		76,260		3.9%		361.8%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		320,119,135		320,119		16.6%		317,849,759		317,849		15.0%		99.3%		294,234,271		294,234		15.1%		91.9%		92.6%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		320,119,135		320,119		16.6%		317,849,759		317,849		15.0%		99.3%		294,234,271		294,234		15.1%		91.4%		92.0%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		86,852,341		86,852		14.9%		86,852,341		86,852		17.1%		100.0%		76,768,239		76,768		15.6%		88.4%		88.4%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		73,861,247		73,861		16.9%		73,861,247		73,861		16.5%		100.0%		66,268,126		66,268		13.6%		89.7%		89.7%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		71,353,299		71,353		18.8%		71,360,999		71,360		15.5%		100.0%		68,466,955		68,466		13.4%		96.0%		95.9%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		88,052,248		88,052		16.5%		85,775,172		85,775		12.2%		97.4%		82,730,951		82,730		17.8%		94.0%		96.5%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		160,713,588		160,713		15.8%		160,713,588		160,713		16.8%		100.0%		143,036,365		143,036		14.6%		89.0%		89.0%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		159,405,547		159,405		17.5%		157,136,171		157,136		13.5%		98.6%		151,197,906		151,197		15.5%		94.9%		96.2%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		317,849,759		317,849		12.9%		108.7%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		296,144,323		296,144		15.2%		100.6%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		143,036,365		143,036		7.4%		100.0%		その他収入		ランマート勘定 カンジョウ		153,107,958		153,107		7.9%		101.3%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		696,848,143		696,848		36.1%		248,584,124		248,584		11.7%		35.7%		170,176,869		170,176		8.7%		24.4%		68.5%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		696,848,143		696,848		36.1%		248,584,124		248,584		11.7%		35.7%		170,176,869		170,176		8.8%		24.4%		68.5%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		309,873,895		309,873		53.2%		54,846,031		54,846		10.8%		17.7%		43,504,052		43,504		8.9%		14.0%		79.3%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		260,434,588		260,434		59.6%		51,346,031		51,346		11.5%		19.7%		33,694,564		33,694		6.9%		12.9%		65.6%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		64,436,650		64,436		17.0%		64,646,031		64,646		14.0%		100.3%		47,751,064		47,751		9.4%		74.1%		73.9%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		62,103,010		62,103		11.6%		77,746,031		77,746		11.1%		125.2%		45,227,189		45,227		9.7%		72.8%		58.2%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		570,308,483		570,308		55.9%		106,192,062		106,192		11.1%		18.6%		77,198,616		77,198		7.9%		13.5%		72.7%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		126,539,660		126,539		13.9%		142,392,062		142,392		12.2%		112.5%		92,978,253		92,978		9.6%		73.5%		65.3%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		232,284,124		232,284		9.4%		136.5%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		152,986,740		152,986		7.9%		89.9%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		78,953,370		78,953		4.1%		102.3%		その他収入		㈱オークネット・アイビーエス		74,033,370		74,033		3.8%		79.6%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		㈱ランマート		900,848,837		900,848		46.6%		975,600,000		975,600		46.0%		108.3%		789,553,103		789,553		40.5%		87.6%		80.9%		その他収入		㈱ランマート		900,848,837		900,848		46.6%		975,600,000		975,600		46.0%		108.3%		789,553,103		789,553		41.5%		89.1%		82.2%		その他収入		㈱ランマート		301,764,607		301,764		51.8%		283,700,000		283,700		56.0%		94.0%		215,923,143		215,923		44.0%		71.6%		76.1%		その他収入		㈱ランマート		190,521,418		190,521		43.6%		214,100,000		214,100		47.8%		112.4%		181,514,297		181,514		37.3%		95.3%		84.8%		その他収入		㈱ランマート		197,535,437		197,535		52.1%		218,700,000		218,700		47.4%		110.7%		185,683,263		185,683		36.4%		94.0%		84.9%		その他収入		㈱ランマート		211,027,375		211,027		39.6%		259,100,000		259,100		36.9%		122.8%		206,432,400		206,432		44.5%		97.8%		79.7%		その他収入		㈱ランマート		492,286,025		492,286		48.3%		497,800,000		497,800		52.1%		101.1%		397,437,440		397,437		40.6%		80.7%		79.8%		その他収入		㈱ランマート		408,562,812		408,562		44.8%		477,800,000		477,800		41.0%		116.9%		392,115,663		392,115		40.3%		96.0%		82.1%		その他収入		㈱ランマート		1,015,600,000		1,015,600		41.2%		126.6%		その他収入		㈱ランマート		888,800,000		888,800		45.7%		112.6%		その他収入		㈱ランマート		438,400,000		438,400		22.6%		110.3%		その他収入		㈱ランマート		450,400,000		450,400		23.2%		114.9%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		㈱JBTV		859,725,630		859,725		44.5%		872,000,100		872,000		41.1%		101.4%		1,030,890,292		1,030,890		52.8%		119.9%		118.2%		その他収入		㈱JBTV		859,725,630		859,725		44.5%		872,000,100		872,000		41.1%		101.4%		1,030,890,292		1,030,890		53.3%		119.8%		118.1%		その他収入		㈱JBTV		220,953,811		220,953		38.0%		219,968,700		219,968		43.4%		99.6%		230,112,515		230,112		46.9%		104.1%		104.6%		その他収入		㈱JBTV		224,708,710		224,708		51.4%		250,832,000		250,832		56.0%		111.6%		272,175,982		272,175		55.9%		121.1%		108.5%		その他収入		㈱JBTV		210,881,314		210,881		55.6%		240,142,100		240,142		52.1%		113.9%		364,887,884		364,887		71.6%		173.0%		151.9%		その他収入		㈱JBTV		203,181,795		203,181		38.1%		161,057,300		161,057		22.9%		79.3%		163,713,911		163,713		35.3%		80.6%		101.6%		その他収入		㈱JBTV		445,662,521		445,662		43.7%		470,800,700		470,800		49.3%		105.6%		502,288,497		502,288		51.4%		112.7%		106.7%		その他収入		㈱JBTV		414,063,109		414,063		45.4%		401,199,400		401,199		34.5%		96.9%		528,601,795		528,601		54.3%		127.7%		131.8%		その他収入		㈱JBTV		683,000,200		683,000		27.7%		66.3%		その他収入		㈱JBTV		675,800,088		675,800		34.8%		65.6%		その他収入		㈱JBTV		350,578,844		350,578		18.0%		69.8%		その他収入		㈱JBTV		325,221,244		325,221		16.7%		61.5%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		㈱オークネットメディカル		73,273,427		73,273		3.8%		53,800,000		53,800		2.5%		73.4%		117,849,921		117,849		6.0%		160.8%		219.1%		その他収入		㈱オークネットメディカル		73,273,427		73,273		3.8%		53,800,000		53,800		2.5%		73.4%		117,849,921		117,849		5.3%		139.8%		190.4%		その他収入		㈱オークネットメディカル		7,050,620		7,050		1.2%		11,000,000		11,000		2.2%		156.0%		31,683,420		31,683		6.5%		449.4%		288.0%		その他収入		㈱オークネットメディカル		14,016,697		14,016		3.2%		15,600,000		15,600		3.5%		111.3%		27,452,878		27,452		5.6%		195.9%		176.0%		その他収入		㈱オークネットメディカル		21,643,172		21,643		5.7%		13,000,000		13,000		2.8%		60.1%		18,211,044		18,211		3.6%		84.1%		140.1%		その他収入		㈱オークネットメディカル		30,562,938		30,562		5.7%		14,200,000		14,200		2.0%		46.5%		40,502,579		40,502		8.7%		132.5%		285.2%		その他収入		㈱オークネットメディカル		21,067,317		21,067		2.1%		26,600,000		26,600		2.8%		126.3%		59,136,298		59,136		6.0%		280.7%		222.3%		その他収入		㈱オークネットメディカル		52,206,110		52,206		5.7%		27,200,000		27,200		2.3%		52.1%		58,713,623		58,713		6.0%		112.5%		215.9%		その他収入		㈱オークネットメディカル		61,160,000		61,160		2.5%		59.7%		その他収入		㈱オークネットメディカル		200,990,000		200,990		10.3%		170.5%		その他収入		㈱オークネットメディカル		85,076,000		85,076		4.4%		143.9%		その他収入		㈱オークネットメディカル		115,914,000		115,914		6.0%		197.4%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		AUCNET HK LIMITED		209,997,941		209,997		10.9%		217,752,839		217,752		10.3%		103.7%		221,884,264		221,884		11.4%		105.7%		101.9%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		209,997,941		209,997		10.9%		217,752,839		217,752		10.3%		103.7%		221,884,264		221,884		11.4%		105.3%		101.5%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		50,340,556		50,340		8.6%		49,829,475		49,829		9.8%		99.0%		60,959,830		60,959		12.4%		121.1%		122.3%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		54,282,852		54,282		12.4%		45,584,102		45,584		10.2%		84.0%		56,763,156		56,763		11.7%		104.6%		124.5%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		39,807,932		39,807		10.5%		45,544,636		45,544		9.9%		114.4%		51,512,812		51,512		10.1%		129.4%		113.1%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		65,566,601		65,566		12.3%		76,794,626		76,794		10.9%		117.1%		52,648,466		52,648		11.3%		80.3%		68.6%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		104,623,408		104,623		10.3%		95,413,577		95,413		10.0%		91.2%		117,722,986		117,722		12.0%		112.5%		123.4%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		105,374,533		105,374		11.5%		122,339,262		122,339		10.5%		116.1%		104,161,278		104,161		10.7%		98.8%		85.1%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		266,765,025		266,765		10.8%		120.6%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		182,995,997		182,995		9.4%		82.5%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		86,910,997		86,910		4.5%		73.8%		その他収入		AUCNET HK LIMITED		96,085,000		96,085		4.9%		92.2%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		1,675,895		1,675		0.1%		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		1,675,895		1,675		0.1%		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		507,979		507		0.1%		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		1,167,916		1,167		0.2%		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		1,675,895		1,675		0.2%		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		18,975,000		18,975		0.8%		1132.2%		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		-		その他収入		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		その他収入				その他収入		Print Vision Inc.		19,558,104		19,558		1.0%		107,742,360		107,742		5.1%		550.9%		11,288,725		11,288		0.6%		57.7%		10.5%		その他収入		Print Vision Inc.		19,558,104		19,558		1.0%		107,742,360		107,742		5.1%		550.9%		11,288,725		11,288		0.6%		57.7%		10.5%		その他収入		Print Vision Inc.		4,152,869		4,152		0.7%		26,935,590		26,935		5.3%		648.6%		6,786,606		6,786		1.4%		163.4%		25.2%		その他収入		Print Vision Inc.		7,436,338		7,436		1.7%		26,935,590		26,935		6.0%		362.2%		4,502,119		4,502		0.9%		60.5%		16.7%		その他収入		Print Vision Inc.		4,140,602		4,140		1.1%		26,935,590		26,935		5.8%		650.5%		0		0		-		-		-		その他収入		Print Vision Inc.		3,828,295		3,828		0.7%		26,935,590		26,935		3.8%		703.6%		0		0		-		-		-		その他収入		Print Vision Inc.		11,589,207		11,589		1.1%		53,871,180		53,871		5.6%		464.8%		11,288,725		11,288		1.2%		97.4%		21.0%		その他収入		Print Vision Inc.		7,968,897		7,968		0.9%		53,871,180		53,871		4.6%		676.0%		0		0		-		-		-		その他収入		Print Vision Inc.		150,788,880		150,788		6.1%		1335.7%		その他収入		Print Vision Inc.		0		0		-		-		その他収入		Print Vision Inc.		0		0		-		-		その他収入		Print Vision Inc.		0		0		-		-				0

								売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,499,501,623		3,499,501		181.1%		3,396,164,817		3,396,164		160.3%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		151.0%		84.2%		86.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,499,501,623		3,499,501		181.1%		3,396,164,817		3,396,164		160.3%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		152.2%		84.1%		86.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,102,730,554		1,102,730		189.5%		814,996,352		814,996		160.8%		73.9%		738,433,718		738,433		150.4%		67.0%		90.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				904,155,913		904,155		206.8%		762,105,370		762,105		170.1%		84.3%		718,144,057		718,144		147.5%		79.4%		94.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				679,562,441		679,562		179.2%		783,667,756		783,667		169.9%		115.3%		801,215,660		801,215		157.2%		117.9%		102.2%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				813,052,715		813,052		152.5%		1,035,395,339		1,035,395		147.3%		127.3%		689,138,801		689,138		148.6%		84.8%		66.6%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,006,886,467		2,006,886		196.9%		1,577,101,722		1,577,101		165.1%		78.6%		1,456,577,775		1,456,577		149.0%		72.6%		92.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,492,615,156		1,492,615		163.6%		1,819,063,095		1,819,063		156.3%		121.9%		1,490,354,461		1,490,354		153.1%		99.8%		81.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				3,563,489,003		3,563,489		144.6%		121.1%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				2,766,625,348		2,766,625		142.3%		93.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,322,784,476		1,322,784		68.1%		90.8%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				1,443,840,872		1,443,840		74.3%		96.9%				0

								連結調整勘定				△ 1,567,589,760		△ 1,567,589		-		△ 1,276,947,628		△ 1,276,947		-		-		△ 995,567,343		△ 995,567		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,567,589,760		△ 1,567,589		-		△ 1,276,947,628		△ 1,276,947		-		-		△ 995,567,343		△ 995,567		-		-		-		連結調整勘定				△ 520,681,436		△ 520,681		-		△ 308,008,907		△ 308,008		-		-		△ 247,599,219		△ 247,599		-		-		-		連結調整勘定				△ 466,870,859		△ 466,870		-		△ 313,944,907		△ 313,944		-		-		△ 231,101,994		△ 231,101		-		-		-		連結調整勘定				△ 300,281,356		△ 300,281		-		△ 322,456,907		△ 322,456		-		-		△ 291,623,941		△ 291,623		-		-		-		連結調整勘定				△ 279,756,109		△ 279,756		-		△ 332,536,907		△ 332,536		-		-		△ 225,242,189		△ 225,242		-		-		-		連結調整勘定				△ 987,552,295		△ 987,552		-		△ 621,953,814		△ 621,953		-		-		△ 478,701,213		△ 478,701		-		-		-		連結調整勘定				△ 580,037,465		△ 580,037		-		△ 654,993,814		△ 654,993		-		-		△ 516,866,130		△ 516,866		-		-		-		連結調整勘定				△ 1,098,841,227		△ 1,098,841		-		-		連結調整勘定				△ 823,058,430		△ 823,058		-		-		連結調整勘定				620,782,442		620,782		31.9%		-		連結調整勘定				499,726,046		499,726		25.7%		-				△ 1,943,566,918

								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				1,931,911,863		1,931,911		100.0%		2,119,217,189		2,119,217		100.0%		109.7%		1,951,364,893		1,951,364		100.0%		101.0%		92.1%		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				1,931,911,863		1,931,911		100.0%		2,119,217,189		2,119,217		100.0%		109.7%		1,951,364,893		1,951,364		100.0%		100.1%		91.3%		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				582,049,118		582,049		100.0%		506,987,445		506,987		100.0%		87.1%		490,834,499		490,834		100.0%		84.3%		96.8%		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				437,285,054		437,285		100.0%		448,160,463		448,160		100.0%		102.5%		487,042,063		487,042		100.0%		111.4%		108.7%		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				379,281,085		379,281		100.0%		461,210,849		461,210		100.0%		121.6%		509,591,719		509,591		100.0%		134.4%		110.5%		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				533,296,606		533,296		100.0%		702,858,432		702,858		100.0%		131.8%		463,896,612		463,896		100.0%		87.0%		66.0%		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				1,019,334,172		1,019,334		100.0%		955,147,908		955,147		100.0%		93.7%		977,876,562		977,876		100.0%		95.9%		102.4%		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				912,577,691		912,577		100.0%		1,164,069,281		1,164,069		100.0%		127.6%		973,488,331		973,488		100.0%		106.7%		83.6%		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				2,464,647,776		2,464,647		100.0%		127.4%		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				1,943,566,918		1,943,566		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				1,943,566,918		1,943,566		100.0%		198.8%		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				1,943,566,918		1,943,566		100.0%		199.6%				△ 1,943,566,918

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				0

								営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		88,472,891		88,472		21.1%		62,245,407		62,245		10.3%		70.4%		△ 208,209,447		△ 208,209		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		88,472,891		88,472		21.1%		62,245,407		62,245		10.3%		70.4%		△ 208,209,447		△ 208,209		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		56,803,709		56,803		46.7%		△ 36,115,067		△ 36,115		-		-		△ 35,002,303		△ 35,002		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		8,983,624		8,983		11.4%		△ 42,121,526		△ 42,121		-		-		△ 57,690,856		△ 57,690		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		△ 24,839,628		△ 24,839		-		△ 39,501,717		△ 39,501		-		-		△ 64,706,123		△ 64,706		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		47,525,186		47,525		32.0%		179,983,717		179,983		53.9%		378.7%		△ 50,810,165		△ 50,810		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		65,787,333		65,787		32.8%		△ 78,236,593		△ 78,236		-		-		△ 92,693,159		△ 92,693		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		22,685,558		22,685		10.4%		140,482,000		140,482		32.1%		619.3%		△ 115,516,288		△ 115,516		-		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		316,089,963		316,089		38.7%		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		△ 374,285,481		△ 374,285		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		△ 210,718,253		△ 210,718		-		-		営業利益合計		新規合計 シンキ ゴウケイ		△ 163,567,228		△ 163,567		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		357,951,000		357,951		100.0%		282,615,000		282,615		100.0%		79.0%		184,769,000		184,769		100.0%		51.1%		64.8%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		357,951,000		357,951		100.0%		282,615,000		282,615		100.0%		79.0%		184,769,000		184,769		100.0%		51.1%		64.8%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		117,484,050		117,484		100.0%		63,315,000		63,315		100.0%		53.9%		61,504,000		61,504		100.0%		52.4%		97.1%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		63,938,000		63,938		100.0%		52,035,000		52,035		100.0%		81.4%		44,198,000		44,198		100.0%		69.1%		84.9%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		58,045,950		58,045		100.0%		49,915,000		49,915		100.0%		86.0%		37,860,000		37,860		100.0%		65.2%		75.8%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		118,483,000		118,483		100.0%		117,350,000		117,350		100.0%		99.0%		41,207,000		41,207		100.0%		34.8%		35.1%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		181,422,050		181,422		100.0%		115,350,000		115,350		100.0%		63.6%		105,702,000		105,702		100.0%		58.3%		91.6%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		176,528,950		176,528		100.0%		167,265,000		167,265		100.0%		94.8%		79,067,000		79,067		100.0%		44.8%		47.3%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		307,275,000		307,275		100.0%		167.9%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		148,485,000		148,485		100.0%		80.4%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		50,312,500		50,312		100.0%		47.6%		営業利益合計		国際プロフィット コクサイ		98,172,500		98,172		100.0%		124.2%				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 233,933,048		△ 233,933		-		△ 127,160,824		△ 127,160		-		-		△ 268,232,377		△ 268,232		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 233,933,048		△ 233,933		-		△ 127,160,824		△ 127,160		-		-		△ 268,232,377		△ 268,232		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 49,676,197		△ 49,676		-		△ 69,184,818		△ 69,184		-		-		△ 64,442,377		△ 64,442		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 51,184,811		△ 51,184		-		△ 68,230,222		△ 68,230		-		-		△ 75,214,230		△ 75,214		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 66,024,154		△ 66,024		-		△ 54,437,799		△ 54,437		-		-		△ 66,247,078		△ 66,247		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 67,047,886		△ 67,047		-		64,692,015		64,692		47.9%		-		△ 62,328,692		△ 62,328		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 100,861,008		△ 100,861		-		△ 137,415,040		△ 137,415		-		-		△ 139,656,607		△ 139,656		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 133,072,040		△ 133,072		-		10,254,216		10,254		6.8%		-		△ 128,575,770		△ 128,575		-		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		169,771		169		0.1%		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 436,736,931		△ 436,736		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 216,825,108		△ 216,825		-		-		営業利益合計		新規コスト シンキ		△ 219,911,823		△ 219,911		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 18,985,889		△ 18,985		-		△ 19,454,176		△ 19,454		-		-		△ 22,616,192		△ 22,616		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 18,985,889		△ 18,985		-		△ 19,454,176		△ 19,454		-		-		△ 22,616,192		△ 22,616		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 3,566,131		△ 3,566		-		△ 2,209,003		△ 2,209		-		-		△ 830,137		△ 830		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 1,754,544		△ 1,754		-		△ 1,402,435		△ 1,402		-		-		△ 2,456,984		△ 2,456		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 12,559,725		△ 12,559		-		△ 14,617,412		△ 14,617		-		-		△ 12,743,915		△ 12,743		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 1,105,489		△ 1,105		-		△ 1,225,326		△ 1,225		-		-		△ 6,585,156		△ 6,585		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 5,320,675		△ 5,320		-		△ 3,611,438		△ 3,611		-		-		△ 3,287,121		△ 3,287		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 13,665,214		△ 13,665		-		△ 15,842,738		△ 15,842		-		-		△ 19,329,071		△ 19,329		-		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 17,254,176		△ 17,254		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 19,450,000		△ 19,450		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 3,125,000		△ 3,125		-		-		営業利益合計		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		△ 16,325,000		△ 16,325		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 15,173,618		△ 15,173		-		5,117,232		5,117		5.9%		-		△ 19,579,771		△ 19,579		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 15,173,618		△ 15,173		-		5,117,232		5,117		5.9%		-		△ 19,579,771		△ 19,579		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 7,129,013		△ 7,129		-		△ 5,524,391		△ 5,524		-		-		△ 7,958,870		△ 7,958		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 1,706,021		△ 1,706		-		△ 2,236,993		△ 2,236		-		-		△ 4,180,095		△ 4,180		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 3,975,863		△ 3,975		-		△ 1,306,823		△ 1,306		-		-		△ 4,475,723		△ 4,475		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 2,362,721		△ 2,362		-		14,185,439		14,185		39.3%		-		△ 2,965,083		△ 2,965		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 8,835,034		△ 8,835		-		△ 7,761,384		△ 7,761		-		-		△ 12,138,965		△ 12,138		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 6,338,584		△ 6,338		-		12,878,616		12,878		23.3%		-		△ 7,440,806		△ 7,440		-		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		12,949,684		12,949		12.4%		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 13,120,020		△ 13,120		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 7,575,210		△ 7,575		-		-		営業利益合計		中古医療機器 チュウコ イリョウ キキ		△ 5,544,810		△ 5,544		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		KITARO		△ 1,385,554		△ 1,385		-		△ 78,871,825		△ 78,871		-		-		△ 82,550,107		△ 82,550		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 1,385,554		△ 1,385		-		△ 78,871,825		△ 78,871		-		-		△ 82,550,107		△ 82,550		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 309,000		△ 309		-		△ 22,511,855		△ 22,511		-		-		△ 23,274,919		△ 23,274		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 309,000		△ 309		-		△ 22,286,876		△ 22,286		-		-		△ 20,037,547		△ 20,037		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 325,836		△ 325		-		△ 19,054,683		△ 19,054		-		-		△ 19,099,407		△ 19,099		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 441,718		△ 441		-		△ 15,018,411		△ 15,018		-		-		△ 20,138,234		△ 20,138		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 618,000		△ 618		-		△ 44,798,731		△ 44,798		-		-		△ 43,312,466		△ 43,312		-		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 767,554		△ 767		-		△ 34,073,094		△ 34,073		-		-		△ 39,237,641		△ 39,237		-		-		-		営業利益合計		KITARO		12,949,684		12,949		12.4%		-		営業利益合計		KITARO		△ 53,463,530		△ 53,463		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 33,505,435		△ 33,505		-		-		営業利益合計		KITARO		△ 19,958,095		△ 19,958		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 20,305,302		△ 20,305		-		△ 20,714,677		△ 20,714		-		-		△ 20,423,391		△ 20,423		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 20,305,302		△ 20,305		-		△ 20,714,677		△ 20,714		-		-		△ 20,423,391		△ 20,423		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 5,137,333		△ 5,137		-		△ 4,863,207		△ 4,863		-		-		△ 5,088,210		△ 5,088		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 5,010,336		△ 5,010		-		△ 5,164,745		△ 5,164		-		-		△ 5,091,294		△ 5,091		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 5,168,167		△ 5,168		-		△ 5,169,215		△ 5,169		-		-		△ 5,147,805		△ 5,147		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 4,989,466		△ 4,989		-		△ 5,517,510		△ 5,517		-		-		△ 5,096,082		△ 5,096		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 10,147,669		△ 10,147		-		△ 10,027,952		△ 10,027		-		-		△ 10,179,504		△ 10,179		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 10,157,633		△ 10,157		-		△ 10,686,725		△ 10,686		-		-		△ 10,243,887		△ 10,243		-		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 20,714,677		△ 20,714		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 22,735,872		△ 22,735		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 11,473,894		△ 11,473		-		-		営業利益合計		ランマート勘定 カンジョウ		△ 11,261,978		△ 11,261		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 135,355,594		△ 135,355		-		886,226		886		0.4%		-		△ 28,435,092		△ 28,435		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 135,355,594		△ 135,355		-		886,226		886		0.4%		-		△ 28,435,092		△ 28,435		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 6,976,833		△ 6,976		-		△ 11,634,913		△ 11,634		-		-		△ 7,037,207		△ 7,037		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 24,361,636		△ 24,361		-		△ 5,496,974		△ 5,496		-		-		△ 9,655,057		△ 9,655		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 49,959,278		△ 49,959		-		2,633,271		2,633		4.1%		-		△ 4,725,490		△ 4,725		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 54,057,847		△ 54,057		-		15,384,842		15,384		19.8%		-		△ 7,017,338		△ 7,017		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 31,338,469		△ 31,338		-		△ 17,131,887		△ 17,131		-		-		△ 16,692,264		△ 16,692		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		△ 104,017,125		△ 104,017		-		18,018,113		18,018		12.7%		-		△ 11,742,828		△ 11,742		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		19,823,463		19,823		8.5%		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		21,318,195		21,318		13.9%		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		8,015,293		8,015		10.2%		-		営業利益合計		㈱オークネット・アイビーエス		13,302,902		13,302		18.0%		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		㈱ランマート		△ 6,776,020		△ 6,776		-		2,862,000		2,862		0.3%		-		△ 14,561,714		△ 14,561		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 6,776,020		△ 6,776		-		2,862,000		2,862		0.3%		-		△ 14,561,714		△ 14,561		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		2,380,291		2,380		0.8%		5,013,000		5,013		1.8%		210.6%		△ 1,340,708		△ 1,340		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 4,392,587		△ 4,392		-		△ 3,157,000		△ 3,157		-		-		△ 5,698,140		△ 5,698		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 2,987,984		△ 2,987		-		△ 1,977,000		△ 1,977		-		-		△ 3,428,625		△ 3,428		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 1,775,740		△ 1,775		-		2,983,000		2,983		1.2%		-		△ 4,094,241		△ 4,094		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 2,012,296		△ 2,012		-		1,856,000		1,856		0.4%		-		△ 7,038,848		△ 7,038		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 4,763,724		△ 4,763		-		1,006,000		1,006		0.2%		-		△ 7,522,866		△ 7,522		-		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		5,252,000		5,252		0.5%		-		営業利益合計		㈱ランマート		2,610,000		2,610		0.3%		-		営業利益合計		㈱ランマート		△ 260,000		△ 260		-		-		営業利益合計		㈱ランマート		2,870,000		2,870		0.6%		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		㈱JBTV		124,819,774		124,819		14.5%		89,999,276		89,999		10.3%		72.1%		131,873,076		131,873		12.8%		112.0%		155.4%		営業利益合計		㈱JBTV		124,819,774		124,819		14.5%		89,999,276		89,999		10.3%		72.1%		131,873,076		131,873		13.6%		112.0%		155.4%		営業利益合計		㈱JBTV		36,100,452		36,100		16.3%		21,367,356		21,367		9.7%		59.2%		28,454,680		28,454		12.4%		78.8%		133.2%		営業利益合計		㈱JBTV		35,341,239		35,341		15.7%		33,836,128		33,836		13.5%		95.7%		48,173,695		48,173		17.7%		136.3%		142.4%		営業利益合計		㈱JBTV		30,710,145		30,710		14.6%		29,517,408		29,517		12.3%		96.1%		61,955,206		61,955		17.0%		201.7%		209.9%		営業利益合計		㈱JBTV		22,667,938		22,667		11.2%		5,278,384		5,278		3.3%		23.3%		△ 6,710,505		△ 6,710		-		-		-		営業利益合計		㈱JBTV		71,441,691		71,441		16.0%		55,203,484		55,203		11.7%		77.3%		76,628,375		76,628		15.3%		107.3%		138.8%		営業利益合計		㈱JBTV		53,378,083		53,378		12.9%		34,795,792		34,795		8.7%		65.2%		55,244,701		55,244		10.5%		103.5%		158.8%		営業利益合計		㈱JBTV		40,000,262		40,000		5.9%		28.6%		営業利益合計		㈱JBTV		5,499,630		5,499		0.8%		4.2%		営業利益合計		㈱JBTV		6,562,795		6,562		1.9%		8.6%		営業利益合計		㈱JBTV		△ 1,063,165		△ 1,063		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		㈱オークネットメディカル		3,214,178		3,214		4.4%		5,059,528		5,059		9.4%		157.4%		△ 15,262,993		△ 15,262		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		3,214,178		3,214		4.4%		5,059,528		5,059		9.4%		157.4%		△ 15,262,993		△ 15,262		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		△ 2,914,102		△ 2,914		-		△ 870,118		△ 870		-		-		△ 1,711,365		△ 1,711		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		1,878,487		1,878		13.4%		3,309,882		3,309		21.2%		176.2%		△ 3,584,402		△ 3,584		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		413,460		413		1.9%		1,129,882		1,129		8.7%		273.3%		△ 4,097,662		△ 4,097		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		3,836,333		3,836		12.6%		1,489,882		1,489		10.5%		38.8%		△ 5,869,564		△ 5,869		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		△ 1,035,615		△ 1,035		-		2,439,764		2,439		9.2%		-		△ 5,295,767		△ 5,295		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		4,249,793		4,249		8.1%		2,619,764		2,619		9.6%		61.6%		△ 9,967,226		△ 9,967		-		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		7,507,171		7,507		12.3%		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		△ 4,327,333		△ 4,327		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		△ 7,949,333		△ 7,949		-		-		営業利益合計		㈱オークネットメディカル		3,622,000		3,622		3.1%		-				△ 0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		61,888,968		61,888		29.5%		50,078,177		50,078		23.0%		80.9%		51,386,813		51,386		23.2%		131.7%		162.8%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		61,888,968		61,888		29.5%		50,078,177		50,078		23.0%		80.9%		51,386,813		51,386		36.9%		131.7%		162.8%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		12,006,919		12,006		23.9%		7,672,635		7,672		15.4%		63.9%		30,700,711		30,700		50.4%		255.7%		400.1%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		12,721,060		12,721		23.4%		5,540,524		5,540		12.2%		43.6%		18,753,934		18,753		33.0%		147.4%		338.5%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		6,593,700		6,593		16.6%		△ 160,440		△ 160		-		-		12,741,250		12,741		24.7%		193.2%		-		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		30,567,289		30,567		46.6%		37,025,458		37,025		48.2%		121.1%		△ 10,809,082		△ 10,809		-		-		-		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		24,727,979		24,727		23.6%		13,213,159		13,213		13.8%		53.4%		49,454,645		49,454		42.0%		200.0%		374.3%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		37,160,989		37,160		35.3%		36,865,018		36,865		30.1%		99.2%		1,932,168		1,932		1.9%		5.2%		5.2%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		100,006,828		100,006		37.5%		122.7%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		30,782,000		30,781		16.8%		59.9%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		5,718,915		5,718		6.6%		11.6%		営業利益合計		AUCNET HK LIMITED		25,063,085		25,063		26.1%		1297.1%				△ 0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 19,526,154		△ 19,526		-		△ 23,428,680		△ 23,428		-		-		△ 13,913,758		△ 13,913		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 19,526,154		△ 19,526		-		△ 23,428,680		△ 23,428		-		-		△ 13,913,758		△ 13,913		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 4,284,928		△ 4,284		-		△ 5,831,100		△ 5,831		-		-		△ 8,453,404		△ 8,453		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 4,660,679		△ 4,660		-		△ 5,935,380		△ 5,935		-		-		△ 3,277,749		△ 3,277		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 5,612,939		△ 5,612		-		△ 5,831,100		△ 5,831		-		-		△ 1,893,653		△ 1,893		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 4,967,608		△ 4,967		-		△ 5,831,100		△ 5,831		-		-		△ 288,952		△ 288		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 8,945,607		△ 8,945		-		△ 11,766,480		△ 11,766		-		-		△ 11,731,153		△ 11,731		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 10,580,547		△ 10,580		-		△ 11,662,200		△ 11,662		-		-		△ 2,182,605		△ 2,182		-		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 9,123,840		△ 9,123		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 286,550		△ 286		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		△ 286,550		△ 286		-		-		営業利益合計		Aucnet USA,LLC.		0		0		-		-				0

		その他事業セグメント タ ジギョウ		営業利益合計				営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 74,241,164		△ 74,241		-		16,062,310		16,062		14.9%		-		△ 26,844,219		△ 26,844		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 74,241,164		△ 74,241		-		16,062,310		16,062		14.9%		-		△ 26,844,219		△ 26,844		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 11,900,102		△ 11,900		-		3,949,990		3,949		14.7%		-		△ 13,674,082		△ 13,674		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 9,767,475		△ 9,767		-		4,173,180		4,173		15.5%		-		△ 13,170,137		△ 13,170		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 13,607,354		△ 13,607		-		3,732,960		3,732		13.9%		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 38,966,233		△ 38,966		-		4,206,180		4,206		15.6%		-				0		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 21,667,577		△ 21,667		-		8,123,170		8,123		15.1%		-		△ 26,844,219		△ 26,844		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		△ 52,573,587		△ 52,573		-		7,939,140		7,939		14.7%		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		53,177,960		53,177		35.3%		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		0		0		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		0		0		-		-		営業利益合計		Print Vision Inc.		0		0		-		-				0

								営業利益合計 エイギョウ リエキ				22,191,577		22,191		0.6%		183,049,567		183,049		5.4%		824.9%		△ 144,390,725		△ 144,390		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				22,191,577		22,191		0.6%		183,049,567		183,049		5.4%		824.9%		△ 144,390,725		△ 144,390		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				76,078,073		76,078		6.9%		△ 21,311,424		△ 21,311		-		-		△ 13,151,888		△ 13,151		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				10,731,697		10,731		1.2%		△ 15,015,911		△ 15,015		-		-		△ 31,240,006		△ 31,240		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 64,458,045		△ 64,458		-		△ 15,625,951		△ 15,625		-		-		△ 9,302,902		△ 9,302		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 160,148		△ 160		-		235,002,853		235,002		22.7%		-		△ 90,695,929		△ 90,695		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				86,809,770		86,809		4.3%		△ 36,327,335		△ 36,327		-		-		△ 44,391,894		△ 44,391		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 64,618,193		△ 64,618		-		219,376,902		219,376		12.1%		-		△ 99,998,831		△ 99,998		-		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				512,019,130		512,019		14.4%		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 341,425,411		△ 341,425		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 210,391,027		△ 210,391		-		-		営業利益合計 エイギョウ リエキ				△ 131,034,384		△ 131,034		-		-				△ 0

								連結調整勘定				△ 41,789,276		△ 41,789		-		△ 62,714,530		△ 62,714		-		-		△ 26,259,840		△ 26,259		-		-		-		連結調整勘定				△ 41,789,276		△ 41,789		-		△ 62,714,530		△ 62,714		-		-		△ 26,259,840		△ 26,259		-		-		-		連結調整勘定				△ 8,881,828		△ 8,881		-		△ 12,534,733		△ 12,534		-		-		4,396,814		4,396		-		-		-		連結調整勘定				△ 5,194,333		△ 5,194		-		△ 12,759,713		△ 12,759		-		-		1,584,186		1,584		-		-		-		連結調整勘定				20,416,989		20,416		-		△ 16,091,906		△ 16,091		-		-		△ 68,693,727		△ 68,693		-		-		-		連結調整勘定				△ 48,130,104		△ 48,130		-		△ 21,328,178		△ 21,328		-		-		36,452,887		36,452		-		-		-		連結調整勘定				△ 14,076,161		△ 14,076		-		△ 25,294,446		△ 25,294		-		-		5,981,000		5,981		-		-		-		連結調整勘定				△ 27,713,115		△ 27,713		-		△ 37,420,084		△ 37,420		-		-		△ 32,240,840		△ 32,240		-		-		-		連結調整勘定				△ 15,836,040		△ 15,836		-		-		連結調整勘定				100,127,036		100,127		-		-		連結調整勘定				△ 30,907,348		△ 30,907		-		-		連結調整勘定				△ 110,263,991		△ 110,263		-		-				241,298,375

								営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 19,597,699		△ 19,597		-		120,335,037		120,335		5.7%		-		△ 170,650,565		△ 170,650		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 19,597,699		△ 19,597		-		120,335,037		120,335		5.7%		-		△ 170,650,565		△ 170,650		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				67,196,245		67,196		11.5%		△ 33,846,157		△ 33,846		-		-		△ 8,755,074		△ 8,755		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				5,537,364		5,537		1.3%		△ 27,775,624		△ 27,775		-		-		△ 29,655,820		△ 29,655		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 44,041,056		△ 44,041		-		△ 31,717,857		△ 31,717		-		-		△ 77,996,629		△ 77,996		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 48,290,252		△ 48,290		-		213,674,675		213,674		30.4%		-		△ 54,243,042		△ 54,243		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				72,733,609		72,733		7.1%		△ 61,621,781		△ 61,621		-		-		△ 38,410,894		△ 38,410		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 92,331,308		△ 92,331		-		181,956,818		181,956		15.6%		-		△ 132,239,671		△ 132,239		-		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				496,183,090		496,183		20.1%		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 241,298,375		△ 241,298		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 241,298,375		△ 241,298		-		-		営業利益合計（連結調整後） エイギョウ リエキ レンケツ チョウセイゴ				△ 241,298,375		△ 241,298		-		-				241,298,375

								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）																																																				（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												（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												（単位：千円・％） タンイ センエン						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）				16/12期  キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期  キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期 キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期 キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期 キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期 キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期  キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				16/12期  キ						17/12期 キ																		共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				18/12期 キ								共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				18/12期 キ								共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				18/12期 キ								共通
（ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額）				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

								(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				通期 ツウキ						通期 ツウキ																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				4.0						4.0																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				第1四半期						第1四半期																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				第2四半期						第2四半期																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				第3四半期						第3四半期																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				第4四半期						第4四半期																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																		(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				通期 ツウキ								(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				通期 ツウキ								(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				上期合計 カミキ ゴウケイ								(ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上又は振替高等の調整額) カン ナイブ ウリアゲ マタ フリカエ タカナド チョウセイ ガク				下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

								その他収入				△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 805,650		△ 805		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 343,500		△ 343		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 473,455		△ 473		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 3,381,600		△ 3,381		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 1,149,150		△ 1,149		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				△ 3,855,055		△ 3,855		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入				218,400,000		218,400		100.0%		-		その他収入				0		0		-		-		その他収入				0		0		-		-		その他収入				0		0		-		-				0

		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		その他収入				その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 805,650		△ 805		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 343,500		△ 343		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 473,455		△ 473		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,381,600		△ 3,381		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,149,150		△ 1,149		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,855,055		△ 3,855		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		218,400,000		218,400		100.0%		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		その他収入		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				△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 805,650		△ 805		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 343,500		△ 343		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 473,455		△ 473		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 3,381,600		△ 3,381		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 1,149,150		△ 1,149		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				△ 3,855,055		△ 3,855		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				218,400,000		218,400		100.0%		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		0		-		-		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				0		0		-		-				0

								連結調整勘定				△ 841,360,347		△ 841,360		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-		連結調整勘定				△ 841,360,347		△ 841,360		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-		連結調整勘定				△ 77,908,387		△ 77,908		-		△ 184,355,148		△ 184,355		-		-		△ 190,792,404		△ 190,792		-		-		-		連結調整勘定				△ 349,423,518		△ 349,423		-		△ 160,979,148		△ 160,979		-		-		△ 174,850,603		△ 174,850		-		-		-		連結調整勘定				△ 164,215,008		△ 164,215		-		△ 148,357,147		△ 148,357		-		-		△ 165,398,180		△ 165,398		-		-		-		連結調整勘定				△ 249,813,434		△ 249,813		-		△ 235,252,148		△ 235,252		-		-		△ 172,156,931		△ 172,156		-		-		-		連結調整勘定				△ 427,331,905		△ 427,331		-		△ 345,334,296		△ 345,334		-		-		△ 365,643,007		△ 365,643		-		-		-		連結調整勘定				△ 414,028,442		△ 414,028		-		△ 383,609,295		△ 383,609		-		-		△ 337,555,111		△ 337,555		-		-		-		連結調整勘定				0		0		-		-		連結調整勘定				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-		連結調整勘定				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-		連結調整勘定				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				443,406,190

								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				△ 846,364,552		△ 846,364		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-		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				△ 846,364,552		△ 846,364		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-		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				△ 78,714,037		△ 78,714		-		△ 184,355,148		△ 184,355		-		-		△ 190,792,404		△ 190,792		-		-		-		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				△ 349,767,018		△ 349,767		-		△ 160,979,148		△ 160,979		-		-		△ 174,850,603		△ 174,850		-		-		-		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				△ 164,688,463		△ 164,688		-		△ 148,357,147		△ 148,357		-		-		△ 165,398,180		△ 165,398		-		-		-		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				△ 253,195,034		△ 253,195		-		△ 235,252,148		△ 235,252		-		-		△ 172,156,931		△ 172,156		-		-		-		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				△ 428,481,055		△ 428,481		-		△ 345,334,296		△ 345,334		-		-		△ 365,643,007		△ 365,643		-		-		-		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				△ 417,883,497		△ 417,883		-		△ 383,609,295		△ 383,609		-		-		△ 337,555,111		△ 337,555		-		-		-		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				218,400,000		218,400		100.0%		-		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				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-		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				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-		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				△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				443,406,190

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0		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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				0

		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		営業利益合計				営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 747,835,831		△ 747,835		-		△ 903,027,177		△ 903,027		-		-		△ 828,212,998		△ 828,212		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 798,957,975		△ 798,957		-		△ 928,667,454		△ 928,667		-		-		△ 748,037,053		△ 748,037		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 673,276,446		△ 673,276		-		△ 852,349,413		△ 852,349		-		-		△ 711,649,409		△ 711,649		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 734,261,548		△ 734,261		-		△ 949,900,038		△ 949,900		-		-		△ 774,092,200		△ 774,092		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,546,793,806		△ 1,546,793		-		△ 1,831,694,631		△ 1,831,694		-		-		△ 1,576,250,051		△ 1,576,250		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,407,537,994		△ 1,407,537		-		△ 1,802,249,451		△ 1,802,249		-		-		△ 1,485,741,609		△ 1,485,741		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,698,494,318		△ 3,698,494		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 598,805,974		△ 598,805		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 569,805,974		△ 569,805		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 29,000,000		△ 29,000		-		-				0

								営業利益合計				△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計				△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計				△ 747,835,831		△ 747,835		-		△ 903,027,177		△ 903,027		-		-		△ 828,212,998		△ 828,212		-		-		-		営業利益合計				△ 798,957,975		△ 798,957		-		△ 928,667,454		△ 928,667		-		-		△ 748,037,053		△ 748,037		-		-		-		営業利益合計				△ 673,276,446		△ 673,276		-		△ 852,349,413		△ 852,349		-		-		△ 711,649,409		△ 711,649		-		-		-		営業利益合計				△ 734,261,548		△ 734,261		-		△ 949,900,038		△ 949,900		-		-		△ 774,092,200		△ 774,092		-		-		-		営業利益合計				△ 1,546,793,806		△ 1,546,793		-		△ 1,831,694,631		△ 1,831,694		-		-		△ 1,576,250,051		△ 1,576,250		-		-		-		営業利益合計				△ 1,407,537,994		△ 1,407,537		-		△ 1,802,249,451		△ 1,802,249		-		-		△ 1,485,741,609		△ 1,485,741		-		-		-		営業利益合計				△ 3,698,494,318		△ 3,698,494		-		-		営業利益合計				△ 598,805,974		△ 598,805		-		-		営業利益合計				△ 569,805,974		△ 569,805		-		-		営業利益合計				△ 29,000,000		△ 29,000		-		-				0

								連結調整勘定				182,505,634		182,505		-		132,823,674		132,823		-		72.8%		248,216,833		248,216		-		121.0%		97.9%		連結調整勘定				182,505,634		182,505		-		132,823,674		132,823		-		72.8%		248,216,833		248,216		-		104.0%		142.9%		連結調整勘定				32,764,831		32,764		-		35,878,443		35,878		-		109.5%		51,464,153		51,464		-		157.1%		143.4%		連結調整勘定				89,493,008		89,493		-		36,103,452		36,103		-		40.3%		53,392,332		53,392		-		59.7%		147.9%		連結調整勘定				33,233,540		33,233		-		27,479,832		27,479		-		82.7%		52,221,675		52,221		-		157.1%		190.0%		連結調整勘定				27,014,255		27,014		-		33,361,947		33,361		-		123.5%		91,138,673		91,138		-		121.0%		97.9%		連結調整勘定				122,257,839		122,257		-		71,981,895		71,981		-		58.9%		104,856,485		104,856		-		85.8%		145.7%		連結調整勘定				60,247,795		60,247		-		60,841,779		60,841		-		101.0%		143,360,348		143,360		-		121.0%		97.9%		連結調整勘定				36,232,034		36,232		-		19.1%		連結調整勘定				△ 2,216,468,453		△ 2,216,468		-		-		連結調整勘定				△ 2,245,468,453		△ 2,245,468		-		-		連結調整勘定				△ 2,786,274,427		△ 2,786,274		-		-				2,815,274,427

								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				△ 2,771,826,166		△ 2,771,826		-		△ 3,501,120,408		△ 3,501,120		-		-		△ 2,813,774,827		△ 2,813,774		-		-		-		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				△ 2,771,826,166		△ 2,771,826		-		△ 3,501,120,408		△ 3,501,120		-		-		△ 2,813,774,827		△ 2,813,774		-		-		-		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				△ 715,071,000		△ 715,071		-		△ 867,148,734		△ 867,148		-		-		△ 776,748,845		△ 776,748		-		-		-		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				△ 709,464,967		△ 709,464		-		△ 892,564,002		△ 892,564		-		-		△ 694,644,721		△ 694,644		-		-		-		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				△ 640,042,906		△ 640,042		-		△ 824,869,581		△ 824,869		-		-		△ 659,427,734		△ 659,427		-		-		-		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				△ 707,247,293		△ 707,247		-		△ 916,538,091		△ 916,538		-		-		△ 682,953,527		△ 682,953		-		-		-		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				△ 1,424,535,967		△ 1,424,535		-		△ 1,759,712,736		△ 1,759,712		-		-		△ 1,471,393,566		△ 1,471,393		-		-		-		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				△ 1,347,290,199		△ 1,347,290		-		△ 1,741,407,672		△ 1,741,407		-		-		△ 1,342,381,261		△ 1,342,381		-		-		-		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				△ 3,662,262,284		△ 3,662,262		-		-		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				△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-		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				△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-		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				△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-				2,815,274,427

																																																																																																																																																																																																																																																																																										0

								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

												通期 ツウキ						通期 ツウキ																						4.0						4.0																						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																						上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																						下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																						通期 ツウキ												通期 ツウキ												上期合計 カミキ ゴウケイ												下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		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		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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		実績		構成比 コウセイヒ		予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

								オークション収入 シュウニュウ				9,726,720,301		9,726,720		41.3%		10,805,028,020		10,805,028		44.0%		111.1%		9,022,387,156		9,022,387		40.6%		21.3%		19.2%		オークション収入 シュウニュウ				9,726,720,301		9,726,720		41.3%		10,805,028,020		10,805,028		44.0%		111.1%		9,022,387,156		9,022,387		40.9%		93.4%		84.1%		オークション収入 シュウニュウ				2,611,745,332		2,611,745		40.6%		2,631,055,411		2,631,055		44.3%		100.7%		2,534,343,510		2,534,343		42.9%		97.0%		96.3%		オークション収入 シュウニュウ				2,301,675,804		2,301,675		40.6%		2,447,922,934		2,447,922		43.0%		106.4%		2,285,894,147		2,285,894		41.3%		99.3%		93.4%		オークション収入 シュウニュウ				2,181,754,104		2,181,754		41.9%		2,422,075,285		2,422,075		43.1%		111.0%		2,129,215,567		2,129,215		39.6%		97.6%		87.9%		オークション収入 シュウニュウ				2,631,545,061		2,631,545		42.0%		3,303,974,390		3,303,974		45.2%		125.6%		2,072,933,932		2,072,933		38.3%		78.8%		62.7%		オークション収入 シュウニュウ				4,913,421,136		4,913,421		40.6%		5,078,978,345		5,078,978		43.7%		103.4%		4,820,237,657		4,820,237		42.1%		98.1%		94.9%		オークション収入 シュウニュウ				4,813,299,165		4,813,299		42.0%		5,726,049,675		5,726,049		44.3%		119.0%		4,202,149,499		4,202,149		38.9%		87.3%		73.4%		オークション収入 シュウニュウ				11,575,402,114		11,575,402		44.6%		127.4%		オークション収入 シュウニュウ				9,322,869,040		9,322,869		41.0%		103.3%		オークション収入 シュウニュウ				4,472,297,581		4,472,297		19.7%		92.8%		オークション収入 シュウニュウ				4,850,571,459		4,850,571		21.3%		115.4%				0

								オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		4,792,992,429		4,792,992		20.3%		5,148,324,056		5,148,324		21.0%		107.4%		5,070,006,824		5,070,006		22.8%		25.4%		23.6%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		4,792,992,429		4,792,992		20.3%		5,148,324,056		5,148,324		21.0%		107.4%		5,070,006,824		5,070,006		22.9%		106.1%		98.8%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,259,683,191		1,259,683		19.6%		1,310,948,719		1,310,948		22.1%		104.1%		1,324,416,765		1,324,416		22.4%		105.1%		101.0%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,179,008,526		1,179,008		20.8%		1,288,408,960		1,288,408		22.6%		109.3%		1,264,398,020		1,264,398		22.8%		107.2%		98.1%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,175,134,847		1,175,134		22.6%		1,271,589,138		1,271,589		22.6%		108.2%		1,265,667,881		1,265,667		23.5%		107.7%		99.5%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,179,165,865		1,179,165		18.8%		1,277,377,239		1,277,377		17.5%		108.3%		1,215,524,158		1,215,524		22.5%		103.1%		95.2%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,438,691,717		2,438,691		20.2%		2,599,357,679		2,599,357		22.3%		106.6%		2,588,814,785		2,588,814		22.6%		106.2%		99.6%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,354,300,712		2,354,300		20.5%		2,548,966,377		2,548,966		19.7%		108.3%		2,481,192,039		2,481,192		23.0%		105.4%		97.3%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,433,758,760		5,433,758		21.0%		106.9%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,483,967,528		5,483,967		24.1%		108.2%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,798,324,959		2,798,324		12.3%		108.1%		オークション収入 シュウニュウ		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,685,642,569		2,685,642		11.8%		108.2%				0

								オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,255,572,230		3,255,572		13.8%		3,840,321,200		3,840,321		15.6%		118.0%		2,275,150,748		2,275,150		10.2%		12.9%		11.0%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,255,572,230		3,255,572		13.8%		3,840,321,200		3,840,321		15.6%		118.0%		2,275,150,748		2,275,150		10.5%		71.7%		60.8%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		924,078,917		924,078		14.4%		864,681,000		864,681		14.6%		93.6%		811,296,917		811,296		13.7%		87.8%		93.8%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		703,443,922		703,443		12.4%		721,276,000		721,276		12.7%		102.5%		612,389,446		612,389		11.1%		87.1%		84.9%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		595,819,731		595,819		11.4%		694,309,600		694,309		12.3%		116.5%		430,621,005		430,621		8.0%		72.3%		62.0%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,032,229,660		1,032,229		16.5%		1,560,054,600		1,560,054		21.3%		151.1%		420,843,380		420,843		7.8%		40.8%		27.0%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,627,522,839		1,627,522		13.5%		1,585,957,000		1,585,957		13.6%		97.4%		1,423,686,363		1,423,686		12.4%		87.5%		89.8%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,628,049,391		1,628,049		14.2%		2,254,364,200		2,254,364		17.4%		138.5%		851,464,385		851,464		7.9%		52.3%		37.8%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		4,184,028,400		4,184,028		16.1%		179.3%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,599,639,000		2,599,639		11.4%		114.3%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,058,637,000		1,058,637		4.7%		74.4%		オークション収入 シュウニュウ		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,541,002,000		1,541,002		6.8%		181.0%				0

								オークション収入 シュウニュウ		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		1,678,155,642		1,678,155		7.1%		1,816,382,764		1,816,382		7.4%		108.2%		1,677,229,584		1,677,229		7.5%		26.0%		24.0%		オークション収入 シュウニュウ		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		1,678,155,642		1,678,155		7.1%		1,816,382,764		1,816,382		7.4%		108.2%		1,677,229,584		1,677,229		7.5%		99.3%		91.8%		オークション収入 シュウニュウ		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		427,983,224		427,983		6.7%		455,425,692		455,425		7.7%				398,629,828		398,629		6.8%		93.1%		87.5%		オークション収入 シュウニュウ		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		419,223,356		419,223		7.4%		438,237,974		438,237		7.7%		104.5%		409,106,681		409,106		7.4%		97.6%		93.4%		オークション収入 シュウニュウ		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		410,799,526		410,799		7.9%		456,176,547		456,176		8.1%		111.0%		432,926,681		432,926		8.0%		105.4%		94.9%		オークション収入 シュウニュウ		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		420,149,536		420,149		6.7%		466,542,551		466,542		6.4%		111.0%		436,566,394		436,566		8.1%		103.9%		93.6%		オークション収入 シュウニュウ		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		847,206,580		847,206		7.0%		893,663,666		893,663		7.7%				807,736,509		807,736		7.1%		95.3%		90.4%		オークション収入 シュウニュウ		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		830,949,062		830,949		7.2%		922,719,098		922,719		7.1%		111.0%		869,493,075		869,493		8.1%		104.6%		94.2%		オークション収入 シュウニュウ		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		1,957,614,954		1,957,614		7.5%		117.4%		オークション収入 シュウニュウ		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		1,239,262,512		1,239,262		5.4%		73.9%		オークション収入 シュウニュウ		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		615,335,622		615,335		2.7%		76.2%		オークション収入 シュウニュウ		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		623,926,890		623,926		2.7%		71.8%				0

		 						オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-				0

		 						オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		オークション収入 シュウニュウ		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-				0

								会費収入				3,684,675,741		3,684,675		15.6%		3,582,379,507		3,582,379		14.6%		97.2%		3,565,395,219		3,565,395		16.0%		24.0%		24.7%		会費収入				3,684,675,741		3,684,675		15.6%		3,582,379,507		3,582,379		14.6%		97.2%		3,565,395,219		3,565,395		16.1%		96.7%		99.5%		会費収入				940,990,291		940,990		14.6%		898,063,904		898,063		15.1%		95.4%		898,082,660		898,082		15.2%		95.4%		100.0%		会費収入				928,498,246		928,498		16.4%		895,310,114		895,310		15.7%		96.4%		892,435,470		892,435		16.1%		96.1%		99.7%		会費収入				913,084,915		913,084		17.5%		894,859,489		894,859		15.9%		98.0%		890,255,069		890,255		16.5%		97.5%		99.5%		会費収入				902,102,289		902,102		14.4%		894,146,000		894,146		12.2%		99.1%		884,622,020		884,622		16.3%		98.1%		98.9%		会費収入				1,869,488,537		1,869,488		15.5%		1,793,374,018		1,793,374		15.4%		95.9%		1,790,518,130		1,790,518		15.6%		95.8%		99.8%		会費収入				1,815,187,204		1,815,187		15.8%		1,789,005,489		1,789,005		13.8%		98.6%		1,774,877,089		1,774,877		16.4%		97.8%		99.2%		会費収入				3,568,897,111		3,568,897		13.8%		100.1%		会費収入				3,403,527,417		3,403,527		15.0%		95.5%		会費収入				1,708,728,402		1,708,728		7.5%		95.4%		会費収入				1,694,799,015		1,694,799		7.5%		95.5%				0

								会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,230,530,818		3,230,530		13.7%		3,118,575,038		3,118,575		12.7%		96.5%		3,103,648,409		3,103,648		14.0%		23.8%		24.7%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,230,530,818		3,230,530		13.7%		3,118,575,038		3,118,575		12.7%		96.5%		3,103,648,409		3,103,648		14.0%		96.1%		99.5%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		829,579,470		829,579		12.9%		783,339,510		783,339		13.2%				782,977,350		782,977		13.3%		94.4%		100.0%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		815,684,544		815,684		14.4%		779,728,434		779,728		13.7%		95.6%		776,464,050		776,464		14.0%		95.2%		99.6%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		798,800,495		798,800		15.3%		778,672,167		778,672		13.8%		97.5%		774,797,509		774,797		14.4%		97.0%		99.5%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		786,466,309		786,466		12.6%		776,834,927		776,834		10.6%		98.8%		769,409,500		769,409		14.2%		97.8%		99.0%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,645,264,014		1,645,264		13.6%		1,563,067,944		1,563,067		13.4%		95.0%		1,559,441,400		1,559,441		13.6%		94.8%		99.8%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,585,266,804		1,585,266		13.8%		1,555,507,094		1,555,507		12.0%		98.1%		1,544,207,009		1,544,207		14.3%		97.4%		99.3%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,094,636,133		3,094,636		11.9%		99.7%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,048,259,417		3,048,259		13.4%		98.2%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,532,137,902		1,532,137		6.7%		98.2%		会費収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,516,121,515		1,516,121		6.7%		98.2%				0

								会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,850,003		5,850		0.0%		5,160,000		5,160		0.0%		88.2%		5,440,000		5,440		0.0%		25.3%		28.7%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,850,003		5,850		0.0%		5,160,000		5,160		0.0%		88.2%		5,440,000		5,440		0.0%		92.6%		104.9%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,045,001		2,045		0.0%		1,200,000		1,200		0.0%		58.7%		1,170,000		1,170		0.0%		57.2%		97.5%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,165,002		1,165		0.0%		1,260,000		1,260		0.0%		108.2%		1,350,000		1,350		0.0%		115.9%		107.1%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,240,000		1,240		0.0%		1,320,000		1,320		0.0%		106.5%		1,440,000		1,440		0.0%		116.1%		109.1%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,400,000		1,400		0.0%		1,380,000		1,380		0.0%		98.6%		1,480,000		1,480		0.0%		105.7%		107.2%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,210,003		3,210		0.0%		2,460,000		2,460		0.0%		76.6%		2,520,000		2,520		0.0%		78.5%		102.4%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,640,000		2,640		0.0%		2,700,000		2,700		0.0%		102.3%		2,920,000		2,920		0.0%		110.6%		108.1%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,760,000		2,760		0.0%		51.0%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,450,000		5,450		0.0%		100.2%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,580,000		2,580		0.0%		102.4%		会費収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,870,000		2,870		0.0%		98.3%				0

								会費収入		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		448,294,920		448,294		1.9%		458,644,469		458,644		1.9%		102.3%		456,306,810		456,306		2.1%		25.4%		24.8%		会費収入		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		448,294,920		448,294		1.9%		458,644,469		458,644		1.9%		102.3%		456,306,810		456,306		2.1%		101.8%		99.5%		会費収入		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		109,365,820		109,365		1.7%		113,524,394		113,524		1.9%		103.8%		113,935,310		113,935		1.9%		104.2%		100.4%		会費収入		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		111,648,700		111,648		2.0%		114,321,680		114,321		2.0%		102.4%		114,621,420		114,621		2.1%		102.7%		100.3%		会費収入		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		113,044,420		113,044		2.2%		114,867,322		114,867		2.0%		101.6%		114,017,560		114,017		2.1%		100.9%		99.3%		会費収入		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		114,235,980		114,235		1.8%		115,931,073		115,931		1.6%		101.5%		113,732,520		113,732		2.1%		99.6%		98.1%		会費収入		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		221,014,520		221,014		1.8%		227,846,074		227,846		2.0%		103.1%		228,556,730		228,556		2.0%		103.4%		100.3%		会費収入		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		227,280,400		227,280		2.0%		230,798,395		230,798		1.8%		101.5%		227,750,080		227,750		2.1%		100.2%		98.7%		会費収入		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		471,500,978		471,500		1.8%		103.4%		会費収入		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		349,818,000		349,818		1.5%		76.7%		会費収入		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		174,010,500		174,010		0.8%		76.1%		会費収入		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		175,807,500		175,807		0.8%		77.2%				0

								会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		会費収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-				0

								会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		会費収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		会費収入		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				2,625,206,288		2,625,206		11.1%		2,675,916,332		2,675,916		10.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		13.1%		28.3%		27.7%		検査料収入				2,625,206,288		2,625,206		11.1%		2,675,916,332		2,675,916		10.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		13.1%		111.0%		108.9%		検査料収入				658,545,086		658,545		10.2%		683,332,500		683,332		11.5%		103.8%		762,743,375		762,743		12.9%		115.8%		111.6%		検査料収入				634,334,960		634,334		11.2%		655,719,634		655,719		11.5%		103.4%		700,313,650		700,313		12.6%		110.4%		106.8%		検査料収入				633,352,939		633,352		12.2%		660,543,940		660,543		11.7%		104.3%		705,981,875		705,981		13.1%		111.5%		106.9%		検査料収入				698,973,303		698,973		11.2%		676,320,258		676,320		9.2%		96.8%		742,421,000		742,421		13.7%		106.2%		109.8%		検査料収入				1,292,880,046		1,292,880		10.7%		1,339,052,134		1,339,052		11.5%		103.6%		1,463,057,025		1,463,057		12.8%		113.2%		109.3%		検査料収入				1,332,326,242		1,332,326		11.6%		1,336,864,198		1,336,864		10.3%		100.3%		1,448,402,875		1,448,402		13.4%		108.7%		108.3%		検査料収入				2,776,683,836		2,776,683		10.7%		95.3%		検査料収入				3,034,330,312		3,034,330		13.3%		104.2%		検査料収入				1,529,831,809		1,529,831		6.7%		104.6%		検査料収入				1,504,498,503		1,504,498		6.6%		103.9%				0

								検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,625,206,288		2,625,206		11.1%		2,675,916,332		2,675,916		10.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		13.1%		28.3%		27.7%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,625,206,288		2,625,206		11.1%		2,675,916,332		2,675,916		10.9%		101.9%		2,911,459,900		2,911,459		13.1%		111.0%		108.9%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		658,545,086		658,545		10.2%		683,332,500		683,332		11.5%				762,743,375		762,743		12.9%		115.8%		111.6%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		634,334,960		634,334		11.2%		655,719,634		655,719		11.5%		103.4%		700,313,650		700,313		12.6%		110.4%		106.8%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		633,352,939		633,352		12.2%		660,543,940		660,543		11.7%		104.3%		705,981,875		705,981		13.1%		111.5%		106.9%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		698,973,303		698,973		11.2%		676,320,258		676,320		9.2%		96.8%		742,421,000		742,421		13.7%		106.2%		109.8%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,292,880,046		1,292,880		10.7%		1,339,052,134		1,339,052		11.5%		103.6%		1,463,057,025		1,463,057		12.8%		113.2%		109.3%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,332,326,242		1,332,326		11.6%		1,336,864,198		1,336,864		10.3%		100.3%		1,448,402,875		1,448,402		13.4%		108.7%		108.3%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,776,683,836		2,776,683		10.7%		95.3%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,034,330,312		3,034,330		13.3%		104.2%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,529,831,809		1,529,831		6.7%		104.6%		検査料収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,504,498,503		1,504,498		6.6%		103.9%				0

								検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-				0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		-				0

								検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-				0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		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		-		-		検査料収入		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		-		-		検査料収入		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		-		-		検査料収入		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

								検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-				0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-		検査料収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		0		0		-		-				0

								検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-				0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-				0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		検査料収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		検査料収入		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				7,528,000,420		7,528,000		31.9%		7,505,356,721		7,505,356		30.5%		99.7%		6,736,850,557		6,736,850		30.3%		22.7%		22.8%		その他収入				7,528,000,420		7,528,000		31.9%		7,505,356,721		7,505,356		30.5%		99.7%		6,736,850,557		6,736,850		29.9%		88.0%		88.3%		その他収入				2,220,729,543		2,220,729		34.5%		1,728,860,978		1,728,860		29.1%		77.9%		1,707,661,431		1,707,661		28.9%		76.9%		98.8%		その他収入				1,802,621,267		1,802,621		31.8%		1,693,397,609		1,693,397		29.7%		93.9%		1,661,239,129		1,661,239		30.0%		92.2%		98.1%		その他収入				1,476,120,131		1,476,120		28.4%		1,645,464,432		1,645,464		29.3%		111.5%		1,656,399,508		1,656,399		30.8%		112.2%		100.7%		その他収入				2,028,529,479		2,028,529		32.4%		2,437,633,702		2,437,633		33.3%		120.2%		1,711,550,489		1,711,550		31.6%		84.4%		70.2%		その他収入				4,023,350,810		4,023,350		33.3%		3,422,258,587		3,422,258		29.4%		85.1%		3,368,900,560		3,368,900		29.4%		83.7%		98.4%		その他収入				3,504,649,610		3,504,649		30.6%		4,083,098,134		4,083,098		31.6%		116.5%		3,367,949,997		3,367,949		31.2%		96.1%		82.5%		その他収入				8,012,393,576		8,012,393		30.9%		120.9%		その他収入				6,979,617,989		6,979,617		30.7%		103.6%		その他収入				3,149,542,154		3,149,542		13.9%		93.5%		その他収入				3,830,075,835		3,830,075		16.8%		113.7%				0

								その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,382,007,733		1,382,007		5.9%		1,439,821,904		1,439,821		5.9%		104.2%		1,470,903,197		1,470,903		6.6%		26.9%		25.8%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,382,007,733		1,382,007		5.9%		1,439,821,904		1,439,821		5.9%		104.2%		1,470,903,197		1,470,903		6.6%		106.4%		102.1%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		331,662,813		331,662		5.2%		350,099,626		350,099		5.9%		105.6%		359,012,127		359,012		6.1%		108.2%		102.5%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		341,037,125		341,037		6.0%		362,613,739		362,613		6.4%		106.3%		376,781,705		376,781		6.8%		110.5%		103.9%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		346,888,346		346,888		6.7%		362,653,176		362,653		6.4%		104.5%		363,498,987		363,498		6.8%		104.8%		100.2%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		362,419,449		362,419		5.8%		364,455,363		364,455		5.0%		100.6%		371,610,378		371,610		6.9%		102.5%		102.0%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		672,699,938		672,699		5.6%		712,713,365		712,713		6.1%		105.9%		735,793,832		735,793		6.4%		109.4%		103.2%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		709,307,795		709,307		6.2%		727,108,539		727,108		5.6%		102.5%		735,109,365		735,109		6.8%		103.6%		101.1%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,472,517,573		1,472,517		5.7%		100.2%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,456,308,221		1,456,308		6.4%		99.0%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		729,570,808		729,570		3.2%		99.2%		その他収入		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		726,737,413		726,737		3.2%		98.9%				0

								その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,223,534,988		2,223,534		9.4%		2,207,840,000		2,207,840		9.0%		99.3%		1,845,700,293		1,845,700		8.3%		24.3%		24.5%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,223,534,988		2,223,534		9.4%		2,207,840,000		2,207,840		9.0%		99.3%		1,845,700,293		1,845,700		7.8%		78.3%		78.8%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		675,564,913		675,564		10.5%		448,680,000		448,680		7.6%		66.4%		482,573,662		482,573		8.2%		71.4%		107.6%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		432,261,481		432,261		7.6%		451,460,000		451,460		7.9%		104.4%		453,700,665		453,700		8.2%		105.0%		100.5%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		324,918,846		324,918		6.2%		382,280,000		382,280		6.8%		117.7%		368,473,404		368,473		6.8%		113.4%		96.4%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		790,789,748		790,789		12.6%		925,420,000		925,420		12.7%		117.0%		540,952,562		540,952		10.0%		68.4%		58.5%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,107,826,394		1,107,826		9.2%		900,140,000		900,140		7.7%		81.3%		936,274,327		936,274		8.2%		84.5%		104.0%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,115,708,594		1,115,708		9.7%		1,307,700,000		1,307,700		10.1%		117.2%		909,425,966		909,425		8.4%		81.5%		69.5%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,239,500,000		2,239,500		8.6%		128.7%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,520,752,200		2,520,752		11.1%		136.6%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		980,850,000		980,850		4.3%		104.8%		その他収入		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,539,902,200		1,539,902		6.8%		169.3%				0

								その他収入		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		427,960,281		427,960		1.8%		461,530,000		461,530		1.9%		107.8%		473,314,831		473,314		2.1%		25.7%		23.8%		その他収入		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		427,960,281		427,960		1.8%		461,530,000		461,530		1.9%		107.8%		473,314,831		473,314		2.1%		111.1%		103.0%		その他収入		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		111,576,913		111,576		1.7%		115,085,000		115,085		1.9%		103.1%		127,641,924		127,641		2.2%		114.4%		110.9%		その他収入		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		125,510,248		125,510		2.2%		117,218,500		117,218		2.1%		93.4%		112,612,702		112,612		2.0%		89.7%		96.1%		その他収入		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		125,223,953		125,223		2.4%		116,863,500		116,863		2.1%		93.3%		123,211,457		123,211		2.3%		98.4%		105.4%		その他収入		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		65,649,167		65,649		1.0%		112,363,000		112,363		1.5%		171.2%		109,848,748		109,848		2.0%		167.3%		97.8%		その他収入		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		237,087,161		237,087		2.0%		232,303,500		232,303		2.0%		98.0%		240,254,626		240,254		2.1%		101.3%		103.4%		その他収入		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		190,873,120		190,873		1.7%		229,226,500		229,226		1.8%		120.1%		233,060,205		233,060		2.2%		122.1%		101.7%		その他収入		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		518,487,000		518,487		2.0%		109.1%		その他収入		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		235,932,220		235,932		1.0%		49.8%		その他収入		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		116,336,870		116,336		0.5%		48.4%		その他収入		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		119,595,350		119,595		0.5%		51.3%				0

								その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		3,499,501,623		3,499,501		14.9%		3,396,164,817		3,396,164		13.8%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		13.3%		19.7%		20.3%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		3,499,501,623		3,499,501		14.9%		3,396,164,817		3,396,164		13.8%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		13.3%		84.1%		86.6%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		1,102,730,554		1,102,730		17.1%		814,996,352		814,996		13.7%		73.9%		738,433,718		738,433		12.5%		67.0%		90.6%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		904,155,913		904,155		16.0%		762,105,370		762,105		13.4%		84.3%		718,144,057		718,144		13.0%		79.4%		94.2%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		679,562,441		679,562		13.1%		783,667,756		783,667		13.9%		115.3%		801,215,660		801,215		14.9%		117.9%		102.2%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		813,052,715		813,052		13.0%		1,035,395,339		1,035,395		14.2%		127.3%		689,138,801		689,138		12.7%		84.8%		66.6%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		2,006,886,467		2,006,886		16.6%		1,577,101,722		1,577,101		13.6%		78.6%		1,456,577,775		1,456,577		12.7%		72.6%		92.4%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		1,492,615,156		1,492,615		13.0%		1,819,063,095		1,819,063		14.1%		121.9%		1,490,354,461		1,490,354		13.8%		99.8%		81.9%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		3,563,489,003		3,563,489		13.7%		121.1%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		2,766,625,348		2,766,625		12.2%		93.9%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		1,322,784,476		1,322,784		5.8%		90.8%		その他収入		その他事業セグメント タ ジギョウ		1,443,840,872		1,443,840		6.3%		96.9%				0

								その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 805,650		△ 805		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 343,500		△ 343		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 473,455		△ 473		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,381,600		△ 3,381		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,149,150		△ 1,149		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,855,055		△ 3,855		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		218,400,000		218,400		0.8%		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		その他収入		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-		その他収入		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				23,564,602,750		23,564,602		100.0%		24,568,680,580		24,568,680		100.0%		104.3%		22,236,092,832		22,236,092		100.0%		23.0%		22.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				23,564,602,750		23,564,602		100.0%		24,568,680,580		24,568,680		100.0%		104.3%		22,236,092,832		22,236,092		100.0%		94.2%		90.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,432,010,252		6,432,010		100.0%		5,941,312,793		5,941,312		100.0%		92.4%		5,902,830,976		5,902,830		100.0%		91.8%		99.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,667,130,277		5,667,130		100.0%		5,692,350,291		5,692,350		100.0%		100.4%		5,539,882,396		5,539,882		100.0%		97.8%		97.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				5,204,312,089		5,204,312		100.0%		5,622,943,146		5,622,943		100.0%		108.0%		5,381,852,019		5,381,852		100.0%		103.4%		95.7%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				6,261,150,132		6,261,150		100.0%		7,312,074,350		7,312,074		100.0%		116.8%		5,411,527,441		5,411,527		100.0%		86.4%		74.0%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				12,099,140,529		12,099,140		100.0%		11,633,663,084		11,633,663		100.0%		96.2%		11,442,713,372		11,442,713		100.0%		94.6%		98.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				11,465,462,221		11,465,462		100.0%		12,935,017,496		12,935,017		100.0%		112.8%		10,793,379,460		10,793,379		100.0%		94.1%		83.4%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				25,933,376,637		25,933,376		100.0%		116.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				22,740,344,758		22,740,344		100.0%		102.3%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				10,860,399,946		10,860,399		47.8%		94.9%		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				11,879,944,812		11,879,944		52.2%		110.1%				0

										四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		12,030,737,268		12,030,737		51.1%		12,382,637,330		12,382,637		50.4%		102.9%		12,556,018,330		12,556,018		56.5%		25.8%		25.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		12,030,737,268		12,030,737		51.1%		12,382,637,330		12,382,637		50.4%		102.9%		12,556,018,330		12,556,018		56.6%		104.5%		101.5%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,079,470,560		3,079,470		47.9%		3,127,720,355		3,127,720		52.6%		101.6%		3,229,149,617		3,229,149		54.7%		104.9%		103.2%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,970,065,155		2,970,065		52.4%		3,086,470,767		3,086,470		54.2%		103.9%		3,117,957,425		3,117,957		56.3%		105.0%		101.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,954,176,627		2,954,176		56.8%		3,073,458,421		3,073,458		54.7%		104.0%		3,109,946,252		3,109,946		57.8%		105.3%		101.2%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,027,024,926		3,027,024		48.3%		3,094,987,787		3,094,987		42.3%		102.2%		3,098,965,036		3,098,965		57.3%		102.4%		100.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		6,049,535,715		6,049,535		50.0%		6,214,191,122		6,214,191		53.4%		102.7%		6,347,107,042		6,347,107		55.5%		104.9%		102.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,981,201,553		5,981,201		52.2%		6,168,446,208		6,168,446		47.7%		103.1%		6,208,911,288		6,208,911		57.5%		103.8%		100.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		12,777,596,302		12,777,596		49.3%		101.6%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		13,022,865,478		13,022,865		57.3%		103.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		6,589,865,478		6,589,865		29.0%		103.8%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		6,433,000,000		6,433,000		28.3%		103.6%				0

										デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,484,957,221		5,484,957		23.3%		6,053,321,200		6,053,321		24.6%		110.4%		4,126,291,041		4,126,291		18.6%		17.6%		15.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,484,957,221		5,484,957		23.3%		6,053,321,200		6,053,321		24.6%		110.4%		4,126,291,041		4,126,291		18.4%		74.4%		67.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,601,688,831		1,601,688		24.9%		1,314,561,000		1,314,561		22.1%		82.1%		1,295,040,579		1,295,040		21.9%		80.9%		98.5%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,136,870,405		1,136,870		20.1%		1,173,996,000		1,173,996		20.6%		103.3%		1,067,440,111		1,067,440		19.3%		93.9%		90.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		921,978,577		921,978		17.7%		1,077,909,600		1,077,909		19.2%		116.9%		800,534,409		800,534		14.9%		86.8%		74.3%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,824,419,408		1,824,419		29.1%		2,486,854,600		2,486,854		34.0%		136.3%		963,275,942		963,275		17.8%		52.8%		38.7%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,738,559,236		2,738,559		22.6%		2,488,557,000		2,488,557		21.4%		90.9%		2,362,480,690		2,362,480		20.6%		86.3%		94.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,746,397,985		2,746,397		24.0%		3,564,764,200		3,564,764		27.6%		129.8%		1,763,810,351		1,763,810		16.3%		64.2%		49.5%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		6,426,288,400		6,426,288		24.8%		157.5%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,125,841,200		5,125,841		22.5%		124.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,042,067,000		2,042,067		9.0%		86.4%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,083,774,200		3,083,774		13.6%		174.8%				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		2,554,410,843		2,554,410		10.8%		2,736,557,233		2,736,557		11.1%		107.1%		2,606,851,225		2,606,851		11.7%		25.8%		24.1%				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		2,554,410,843		2,554,410		10.8%		2,736,557,233		2,736,557		11.1%		107.1%		2,606,851,225		2,606,851		11.7%		101.7%		95.0%				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		648,925,957		648,925		10.1%		684,035,086		684,035		11.5%		105.4%		640,207,062		640,207		10.8%		98.7%		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		656,382,304		656,382		11.6%		669,778,154		669,778		11.8%		102.0%		636,340,803		636,340		11.5%		96.9%		95.0%				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		649,067,899		649,067		12.5%		687,907,369		687,907		12.2%		106.0%		670,155,698		670,155		12.5%		103.2%		97.4%				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		600,034,683		600,034		9.6%		694,836,624		694,836		9.5%		115.8%		660,147,662		660,147		12.2%		110.0%		95.0%				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		1,305,308,261		1,305,308		10.8%		1,353,813,240		1,353,813		11.6%		103.7%		1,276,547,865		1,276,547		11.2%		97.8%		94.3%				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		1,249,102,582		1,249,102		10.9%		1,382,743,993		1,382,743		10.7%		110.7%		1,330,303,360		1,330,303		12.3%		106.5%		96.2%				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		2,947,602,932		2,947,602		11.4%		113.4%				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		1,825,012,732		1,825,012		8.0%		70.0%				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		905,682,992		905,682		4.0%		70.9%				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		919,329,740		919,329		4.0%		69.1%				0

										その他事業セグメント タ ジギョウ		3,499,501,623		3,499,501		14.9%		3,396,164,817		3,396,164		13.8%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		13.3%		19.7%		20.3%				その他事業セグメント タ ジギョウ		3,499,501,623		3,499,501		14.9%		3,396,164,817		3,396,164		13.8%		97.0%		2,946,932,236		2,946,932		13.3%		84.1%		86.6%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,102,730,554		1,102,730		17.1%		814,996,352		814,996		13.7%		73.9%		738,433,718		738,433		12.5%		67.0%		90.6%				その他事業セグメント タ ジギョウ		904,155,913		904,155		16.0%		762,105,370		762,105		13.4%		84.3%		718,144,057		718,144		13.0%		79.4%		94.2%				その他事業セグメント タ ジギョウ		679,562,441		679,562		13.1%		783,667,756		783,667		13.9%		115.3%		801,215,660		801,215		14.9%		117.9%		102.2%				その他事業セグメント タ ジギョウ		813,052,715		813,052		13.0%		1,035,395,339		1,035,395		14.2%		127.3%		689,138,801		689,138		12.7%		84.8%		66.6%				その他事業セグメント タ ジギョウ		2,006,886,467		2,006,886		16.6%		1,577,101,722		1,577,101		13.6%		78.6%		1,456,577,775		1,456,577		12.7%		72.6%		92.4%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,492,615,156		1,492,615		13.0%		1,819,063,095		1,819,063		14.1%		121.9%		1,490,354,461		1,490,354		13.8%		99.8%		81.9%				その他事業セグメント タ ジギョウ		3,563,489,003		3,563,489		13.7%		121.1%				その他事業セグメント タ ジギョウ		2,766,625,348		2,766,625		12.2%		93.9%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,322,784,476		1,322,784		5.8%		90.8%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,443,840,872		1,443,840		6.3%		96.9%				0

										共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 5,004,205		△ 5,004		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 805,650		△ 805		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 343,500		△ 343		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 473,455		△ 473		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,381,600		△ 3,381		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,149,150		△ 1,149		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,855,055		△ 3,855		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		218,400,000		218,400		0.8%		-				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		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		0		0		-		-				0

								営業利益内訳 エイギョウ リエキ ウチワケ						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率 リエキ リツ				0		利益率		前期比 ゼンキヒ				0		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						0		利益率				0		利益率		前期比				0		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 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		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		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						利益率		前期比						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		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		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		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		前期比 ゼンキヒ				0

								営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,331,031,864		3,331,031		27.7%		3,433,491,435		3,433,491		27.7%		103.1%		3,680,193,870		3,680,193		29.3%		26.1%		25.3%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,331,031,864		3,331,031		27.7%		3,433,491,435		3,433,491		27.7%		103.1%		3,680,193,870		3,680,193		29.2%		110.2%		106.9%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		908,912,870		908,912		29.5%		917,667,903		917,667		29.3%		101.0%		1,040,234,946		1,040,234		32.2%		114.4%		113.4%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		790,671,708		790,671		26.6%		785,938,726		785,938		25.5%		99.4%		865,387,711		865,387		27.8%		109.4%		110.1%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		812,874,959		812,874		27.5%		865,056,012		865,056		28.1%		106.4%		904,408,500		904,408		29.1%		111.3%		104.5%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		818,572,327		818,572		27.0%		864,828,794		864,828		27.9%		105.7%		870,162,713		870,162		28.1%		106.3%		100.6%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,699,584,578		1,699,584		28.1%		1,703,606,629		1,703,606		27.4%		100.2%		1,905,622,657		1,905,622		30.0%		112.1%		111.9%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,631,447,286		1,631,447		27.3%		1,729,884,806		1,729,884		28.0%		106.0%		1,774,571,213		1,774,571		28.6%		108.8%		102.6%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,590,316,464		3,590,316		28.1%		97.8%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,709,197,975		3,709,197		28.5%		100.8%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,903,779,315		1,903,779		28.9%		99.9%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,805,418,659		1,805,418		28.1%		101.7%				1

								営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,825,286		3,334,825		55.1%		110.3%		2,036,384,287		2,036,384		49.4%		12.2%		11.1%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,825,286		3,334,825		55.1%		110.3%		2,036,384,287		2,036,384		48.8%		65.8%		59.7%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		912,733,988		912,733		57.0%		708,024,109		708,024		53.9%		77.6%		748,182,277		748,182		57.8%		82.0%		105.7%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		598,055,489		598,055		52.6%		608,621,743		608,621		51.8%		101.8%		537,384,999		537,384		50.3%		89.9%		88.3%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		477,814,969		477,814		51.8%		558,605,354		558,605		51.8%		116.9%		382,021,269		382,021		47.7%		80.0%		68.4%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,034,835,909		1,034,835		56.7%		1,459,574,080		1,459,574		58.7%		141.0%		368,795,742		368,795		38.3%		35.6%		25.3%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,510,789,477		1,510,789		55.2%		1,316,645,852		1,316,645		52.9%		87.1%		1,285,567,276		1,285,567		54.4%		85.1%		97.6%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,512,650,878		1,512,650		55.1%		2,018,179,434		2,018,179		56.6%		133.4%		750,817,011		750,817		42.6%		49.6%		37.2%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,651,138,210		3,651,138		56.8%		183.4%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,497,036,242		2,497,036		48.7%		122.6%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		891,511,157		891,511		43.7%		69.3%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,605,525,085		1,605,525		52.1%		213.8%				0

								営業利益合計		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		505,965,746		505,965		19.8%		603,572,747		603,572		22.1%		119.3%		556,041,760		556,041		21.3%		29.4%		24.7%		営業利益合計		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		505,965,746		505,965		19.8%		603,572,747		603,572		22.1%		119.3%		556,041,760		556,041		21.0%		108.0%		90.5%		営業利益合計		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		149,283,489		149,283		23.0%		166,613,682		166,613		24.4%		111.6%		134,159,625		134,159		21.0%		89.9%		80.5%		営業利益合計		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		124,059,044		124,059		18.9%		128,894,218		128,894		19.2%		103.9%		103,839,911		103,839		16.3%		83.7%		80.6%		営業利益合計		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		109,411,016		109,411		16.9%		162,332,902		162,332		23.6%		148.4%		169,121,350		169,121		25.2%		154.6%		104.2%		営業利益合計		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		123,212,197		123,212		20.5%		145,731,945		145,731		21.0%		118.3%		148,920,874		148,920		22.6%		120.9%		102.2%		営業利益合計		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		273,342,533		273,342		20.9%		295,507,900		295,507		21.8%		108.1%		237,999,536		237,999		18.6%		87.1%		80.5%		営業利益合計		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		232,623,213		232,623		18.6%		308,064,847		308,064		22.3%		132.4%		318,042,224		318,042		23.9%		136.7%		103.2%		営業利益合計		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		722,690,146		722,690		24.5%		132.3%		営業利益合計		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		612,087,109		612,087		33.5%		110.1%		営業利益合計		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		281,633,428		281,633		31.1%		118.3%		営業利益合計		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		330,453,681		330,453		35.9%		103.9%				0

								営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		22,191,577		22,191		0.6%		183,049,567		183,049		5.4%		824.9%		△ 144,390,725		△ 144,390		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		22,191,577		22,191		0.6%		183,049,567		183,049		5.4%		824.9%		△ 144,390,725		△ 144,390		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		76,078,073		76,078		6.9%		△ 21,311,424		△ 21,311		-		-		△ 13,151,888		△ 13,151		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		10,731,697		10,731		1.2%		△ 15,015,911		△ 15,015		-		-		△ 31,240,006		△ 31,240		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 64,458,045		△ 64,458		-		△ 15,625,951		△ 15,625		-		-		△ 9,302,902		△ 9,302		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 160,148		△ 160		-		235,002,853		235,002		22.7%		-		△ 90,695,929		△ 90,695		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		86,809,770		86,809		4.3%		△ 36,327,335		△ 36,327		-		-		△ 44,391,894		△ 44,391		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 64,618,193		△ 64,618		-		219,376,902		219,376		12.1%		-		△ 99,998,831		△ 99,998		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		512,019,130		512,019		14.4%		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 341,425,411		△ 341,425		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 210,391,027		△ 210,391		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 131,034,384		△ 131,034		-		-				△ 0

								営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,954,331,800		△ 2,954,331		-		△ 3,633,944,082		△ 3,633,944		-		-		△ 3,061,991,660		△ 3,061,991		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 747,835,831		△ 747,835		-		△ 903,027,177		△ 903,027		-		-		△ 828,212,998		△ 828,212		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 798,957,975		△ 798,957		-		△ 928,667,454		△ 928,667		-		-		△ 748,037,053		△ 748,037		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 673,276,446		△ 673,276		-		△ 852,349,413		△ 852,349		-		-		△ 711,649,409		△ 711,649		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 734,261,548		△ 734,261		-		△ 949,900,038		△ 949,900		-		-		△ 774,092,200		△ 774,092		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,546,793,806		△ 1,546,793		-		△ 1,831,694,631		△ 1,831,694		-		-		△ 1,576,250,051		△ 1,576,250		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,407,537,994		△ 1,407,537		-		△ 1,802,249,451		△ 1,802,249		-		-		△ 1,485,741,609		△ 1,485,741		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,698,494,318		△ 3,698,494		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 598,805,974		△ 598,805		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 569,805,974		△ 569,805		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 29,000,000		△ 29,000		-		-				0

								営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,928,297,742		3,928,297		16.7%		3,920,994,953		3,920,994		16.0%		99.8%		3,066,237,532		3,066,237		-		13.3%		13.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,928,297,742		3,928,297		16.7%		3,920,994,953		3,920,994		16.0%		99.8%		3,066,237,532		3,066,237		13.7%		77.4%		77.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,299,172,589		1,299,172		20.2%		867,967,093		867,967		14.6%		66.8%		1,081,211,962		1,081,211		18.3%		83.2%		124.6%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				724,559,963		724,559		12.8%		579,771,322		579,771		10.2%		80.0%		727,335,562		727,335		13.1%		100.4%		125.5%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				662,366,453		662,366		12.7%		718,018,904		718,018		12.8%		108.4%		734,598,808		734,598		13.6%		110.9%		102.3%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,242,198,737		1,242,198		19.8%		1,755,237,634		1,755,237		24.0%		141.3%		523,091,200		523,091		9.7%		42.1%		29.8%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				2,023,732,552		2,023,732		16.7%		1,447,738,415		1,447,738		12.4%		71.5%		1,808,547,524		1,808,547		15.8%		89.4%		124.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				1,904,565,190		1,904,565		16.6%		2,473,256,538		2,473,256		19.1%		129.9%		1,257,690,008		1,257,690		11.5%		66.0%		50.9%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				4,777,669,632		4,777,669		18.4%		157.1%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				5,878,089,941		5,878,089		25.8%		191.7%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				2,296,726,899		2,296,726		21.1%		127.0%		営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ				3,581,363,041		3,581,363		30.1%		284.8%				1

								全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								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 ゼンキヒ		予算比 ヨサン ヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								利益率						利益率		前期比						利益率		前期比		予算比		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		全セグメント調整額合計 ゼン チョウセイ ガク ゴウケイ								利益率 リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ				0

								売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 3,580,743,441		△ 3,580,743		-		△ 3,222,309,485		△ 3,222,309		-		-		△ 2,826,759,042		△ 2,826,759		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 3,580,743,441		△ 3,580,743		-		△ 3,222,309,485		△ 3,222,309		-		-		△ 2,826,759,042		△ 2,826,759		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 1,047,110,607		△ 1,047,110		-		△ 832,538,958		△ 832,538		-		-		△ 720,765,150		△ 720,765		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 945,985,635		△ 945,985		-		△ 754,351,928		△ 754,351		-		-		△ 692,692,634		△ 692,692		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 792,589,701		△ 792,589		-		△ 765,892,414		△ 765,892		-		-		△ 730,405,863		△ 730,405		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 795,057,498		△ 795,057		-		△ 869,526,185		△ 869,526		-		-		△ 682,895,395		△ 682,895		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 1,993,096,242		△ 1,993,096		-		△ 1,586,890,886		△ 1,586,890		-		-		△ 1,413,457,784		△ 1,413,457		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 1,587,647,199		△ 1,587,647		-		△ 1,635,418,599		△ 1,635,418		-		-		△ 1,413,301,258		△ 1,413,301		-		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 2,105,539,244		△ 2,105,539		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 1,597,810,263		△ 1,597,810		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				10,282,134,549		10,282,134		-		-		売上調整額合計 ウリアゲ チョウセイ ガク ゴウケイ				9,262,589,683		9,262,589		-		-				△ 21,142,534,495

										四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 1,171,401,614		△ 1,171,401		-		△ 1,165,397,728		△ 1,165,397		-		-		△ 1,126,985,362		△ 1,126,985		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 1,171,401,614		△ 1,171,401		-		△ 1,165,397,728		△ 1,165,397		-		-		△ 1,126,985,362		△ 1,126,985		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 331,023,781		△ 331,023		-		△ 291,351,682		△ 291,351		-		-		△ 283,000,203		△ 283,000		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 246,626,204		△ 246,626		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 286,020,110		△ 286,020		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 288,403,559		△ 288,403		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 272,468,811		△ 272,468		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 305,348,070		△ 305,348		-		△ 291,348,682		△ 291,348		-		-		△ 285,496,238		△ 285,496		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 577,649,985		△ 577,649		-		△ 582,700,364		△ 582,700		-		-		△ 569,020,313		△ 569,020		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 593,751,629		△ 593,751		-		△ 582,697,364		△ 582,697		-		-		△ 557,965,049		△ 557,965		-		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 1,165,394,729		△ 1,165,394		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 1,254,460,437		△ 1,254,460		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,178,539,563		5,178,539		-		-				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,335,405,041		5,335,405		-		-				△ 11,768,405,041

										デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 1,052,201		△ 1,052		-		△ 1,143,492		△ 1,143		-		-		△ 914,955		△ 914		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 1,052,201		△ 1,052		-		△ 1,143,492		△ 1,143		-		-		△ 914,955		△ 914		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 117,496,998		△ 117,496		-		△ 35,146,473		△ 35,146		-		-		0		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		116,702,998		116,702		-		26,274,127		26,274		-		22.5%		0		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 254,201		△ 254		-		7,104,427		7,104		-		-		△ 914,920		△ 914		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 4,000		△ 4		-		624,427		624		-		-		△ 35		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 794,000		△ 794		-		△ 8,872,346		△ 8,872		-		-		0		0		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 258,201		△ 258		-		7,728,854		7,728		-		-		△ 914,955		△ 914		-		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		223,931,509		223,931		-		498.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,083,774,200		3,083,774		-		-				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,042,067,000		2,042,067		-		-				△ 5,125,841,200

										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		660,481		660		-		△ 49,877,046		△ 49,877		-		-		△ 93,264		△ 93		-		-		-				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		660,481		660		-		△ 49,877,046		△ 49,877		-		-		△ 93,264		△ 93		-		1900.9%		-				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		△ 5		0		-		△ 13,676,748		△ 13,676		-		-		626,676		626		-		-		-				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		231,948		231		-		△ 14,353,318		△ 14,353		-		-		△ 719,927		△ 719		-		-		-				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		△ 39,435,577		△ 39,435		-		△ 10,834,105		△ 10,834		-		-		△ 11		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		39,864,115		39,864		-		△ 11,012,875		△ 11,012		-		-		△ 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		231,943		231		-		△ 28,030,066		△ 28,030		-		-		△ 93,251		△ 93		-		-		-				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		428,538		428		-		△ 21,846,980		△ 21,846		-		-		△ 13		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		△ 65,234,797		△ 65,234		-		-				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		923,114,794		923,114		-		-				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		1,842,444,534		1,842,444		-		-				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		1,828,797,786		1,828,797		-		-				△ 2,748,127,526

										その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 1,567,589,760		△ 1,567,589		-		△ 1,276,947,628		△ 1,276,947		-		-		△ 995,567,343		△ 995,567		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 1,567,589,760		△ 1,567,589		-		△ 1,276,947,628		△ 1,276,947		-		-		△ 995,567,343		△ 995,567		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 520,681,436		△ 520,681		-		△ 308,008,907		△ 308,008		-		-		△ 247,599,219		△ 247,599		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 466,870,859		△ 466,870		-		△ 313,944,907		△ 313,944		-		-		△ 231,101,994		△ 231,101		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 300,281,356		△ 300,281		-		△ 322,456,907		△ 322,456		-		-		△ 291,623,941		△ 291,623		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 279,756,109		△ 279,756		-		△ 332,536,907		△ 332,536		-		-		△ 225,242,189		△ 225,242		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 987,552,295		△ 987,552		-		△ 621,953,814		△ 621,953		-		-		△ 478,701,213		△ 478,701		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 580,037,465		△ 580,037		-		△ 654,993,814		△ 654,993		-		-		△ 516,866,130		△ 516,866		-		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 1,098,841,227		△ 1,098,841		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 823,058,430		△ 823,058		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		620,782,442		620,782		-		-				その他事業セグメント タ ジギョウ		499,726,046		499,726		-		-				△ 1,943,566,918

										共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 841,360,347		△ 841,360		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 841,360,347		△ 841,360		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 77,908,387		△ 77,908		-		△ 184,355,148		△ 184,355		-		-		△ 190,792,404		△ 190,792		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 349,423,518		△ 349,423		-		△ 160,979,148		△ 160,979		-		-		△ 174,850,603		△ 174,850		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 164,215,008		△ 164,215		-		△ 148,357,147		△ 148,357		-		-		△ 165,398,180		△ 165,398		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 249,813,434		△ 249,813		-		△ 235,252,148		△ 235,252		-		-		△ 172,156,931		△ 172,156		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 427,331,905		△ 427,331		-		△ 345,334,296		△ 345,334		-		-		△ 365,643,007		△ 365,643		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 414,028,442		△ 414,028		-		△ 383,609,295		△ 383,609		-		-		△ 337,555,111		△ 337,555		-		-		-				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		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				443,406,190

								営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				112,861,412		112,861		-		123,906,617		123,906		-		109.8%		179,149,554		179,149		-		99.5%		90.6%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				112,861,412		112,861		-		123,906,617		123,906		-		109.8%		179,149,554		179,149		-		85.0%		77.4%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				4,596,710		4,596		-		30,976,632		30,976		-		673.9%		29,845,864		29,845		-		649.3%		96.3%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				80,039,540		80,039		-		30,976,662		30,976		-		38.7%		36,390,619		36,390		-		45.5%		117.5%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				48,819,990		48,819		-		30,976,661		30,976		-		63.5%		657,779		657		-		1.3%		2.1%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 20,594,828		△ 20,594		-		30,976,662		30,976		-		-		112,255,292		112,255		-		-		362.4%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				84,636,250		84,636		-		61,953,294		61,953		-		73.2%		66,236,483		66,236		-		78.3%		106.9%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				28,225,162		28,225		-		61,953,323		61,953		-		219.5%		112,913,071		112,913		-		400.0%		182.3%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				70,042,356		70,042		-		73.0%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				△ 2,057,606,456		△ 2,057,606		-		-		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				1,523,756,586		1,523,756		14.8%		2300.5%		営業利益調整額合計 チョウセイ ガク ゴウケイ				239,120,444		239,120		2.6%		211.8%				△ 3,820,483,486

								営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 147,499,945		△ 147,499		-		29,311,557		29,311		-		-		△ 267,843,162		△ 267,843		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 147,499,945		△ 147,499		-		29,311,557		29,311		-		-		△ 267,843,162		△ 267,843		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 48,685,084		△ 48,685		-		1,511,443		1,511		-		-		△ 121,088,573		△ 121,088		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 18,871,353		△ 18,871		-		1,511,444		1,511		-		-		△ 56,992,866		△ 56,992		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 31,806,055		△ 31,806		-		13,467,256		13,467		-		-		△ 21,797,398		△ 21,797		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 48,137,453		△ 48,137		-		12,821,414		12,821		-		-		△ 67,964,325		△ 67,964		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 67,556,437		△ 67,556		-		3,022,887		3,022		-		-		△ 178,081,439		△ 178,081		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		△ 79,943,508		△ 79,943		-		26,288,670		26,288		-		-		△ 89,761,723		△ 89,761		-		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		25,160,448		25,160		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		4,734,961		4,734		-		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,810,153,621		1,810,153		35.0%		-		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,908,514,277		1,908,514		35.8%		-				△ 3,713,932,937

								営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		△ 120,484		△ 120		-		-		△ 3		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		△ 120,484		△ 120		-		-		△ 3		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		250,453		250		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 250,453		△ 250		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 110,444		△ 110		-		△ 30,121		△ 30		-		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		110,444		110		-		△ 30,121		△ 30		-		-		△ 3		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		△ 60,242		△ 60		-		-		0		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		0		0		-		△ 60,242		△ 60		-		-		△ 3		0		-		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		△ 120,486		△ 120		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		18,000,000		18,000		-		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,623,525,085		1,623,525		52.6%		-		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		909,511,157		909,511		44.5%		-				△ 2,515,036,242

								営業利益合計		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		119,644,999		119,644		18114.8%		24,606,400		24,606		-		20.6%		225,035,726		225,035		-		44.0%		213.9%		営業利益合計		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		119,644,999		119,644		18114.8%		24,606,400		24,606		-		20.6%		225,035,726		225,035		1763.8%		185.1%		899.9%		営業利益合計		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		29,148,338		29,148		-		6,151,600		6,151		-		21.1%		95,073,470		95,073		15171.1%		326.2%		1545.5%		営業利益合計		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		14,862,671		14,862		6407.8%		6,151,600		6,151		-		41.4%		38,406,967		38,406		-		258.4%		624.3%		営業利益合計		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		27,085,960		27,085		-		6,151,600		6,151		-		22.7%		38,927,229		38,927		-		143.7%		632.8%		営業利益合計		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		48,548,030		48,548		121.8%		6,151,600		6,151		-		12.7%		52,628,060		52,628		-		108.4%		855.5%		営業利益合計		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		44,011,009		44,011		18974.9%		12,303,200		12,303		-		28.0%		133,480,437		133,480		-		303.3%		1084.9%		営業利益合計		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		75,633,990		75,633		17649.3%		12,303,200		12,303		-		16.3%		91,555,289		91,555		-		121.1%		744.2%		営業利益合計		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		24,606,400		24,606		-		11.1%		営業利益合計		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		36,000,000		35,999		3.9%		16.0%		営業利益合計		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		366,453,681		366,453		19.9%		274.5%		営業利益合計		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		317,633,428		317,633		17.4%		346.9%				△ 648,087,109

								営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 41,789,276		△ 41,789		-		△ 62,714,530		△ 62,714		-		-		△ 26,259,840		△ 26,259		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 41,789,276		△ 41,789		-		△ 62,714,530		△ 62,714		-		-		△ 26,259,840		△ 26,259		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 8,881,828		△ 8,881		-		△ 12,534,733		△ 12,534		-		-		4,396,814		4,396		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 5,194,333		△ 5,194		-		△ 12,759,713		△ 12,759		-		-		1,584,186		1,584		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		20,416,989		20,416		-		△ 16,091,906		△ 16,091		-		-		△ 68,693,727		△ 68,693		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 48,130,104		△ 48,130		-		△ 21,328,178		△ 21,328		-		-		36,452,887		36,452		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 14,076,161		△ 14,076		-		△ 25,294,446		△ 25,294		-		-		5,981,000		5,981		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 27,713,115		△ 27,713		-		△ 37,420,084		△ 37,420		-		-		△ 32,240,840		△ 32,240		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 15,836,040		△ 15,836		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		100,127,036		100,127		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 30,907,348		△ 30,907		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 110,263,991		△ 110,263		-		-				241,298,375

								営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		182,505,634		182,505		-		132,823,674		132,823		-		72.8%		248,216,833		248,216		-		49.9%		68.6%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		182,505,634		182,505		-		132,823,674		132,823		-		72.8%		248,216,833		248,216		-		104.0%		142.9%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		32,764,831		32,764		-		35,878,443		35,878		-		109.5%		51,464,153		51,464		-		157.1%		143.4%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		89,493,008		89,493		-		36,103,452		36,103		-		40.3%		53,392,332		53,392		-		59.7%		147.9%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		33,233,540		33,233		-		27,479,832		27,479		-		82.7%		52,221,675		52,221		-		157.1%		190.0%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		27,014,255		27,014		-		33,361,947		33,361		-		123.5%		91,138,673		91,138		-		337.4%		273.2%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		122,257,839		122,257		-		71,981,895		71,981		-		58.9%		104,856,485		104,856		-		85.8%		145.7%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		60,247,795		60,247		-		60,841,779		60,841		-		101.0%		143,360,348		143,360		-		238.0%		235.6%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		36,232,034		36,232		-		19.1%		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,216,468,453		△ 2,216,468		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,245,468,453		△ 2,245,468		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,786,274,427		△ 2,786,274		-		-				2,815,274,427

								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																		 						セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																								セグメント別売上・営業利益　2016/12期～2017/12期																																																																																																										0

								4.0																																																								第1四半期・第2四半期																																																								第3四半期・第4四半期																																																								上期・下期																																																																																																										0

								【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：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） 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：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） 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：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） 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：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												（単位：千円・％） タンイ センエン												（単位：千円・％） タンイ センエン						0

								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期 キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				16/12期  キ						17/12期 キ																		全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ								全セグメント単純合計 ゼン タンジュン ゴウケイ				18/12期 キ										ERROR:#VALUE!

												通期 ツウキ						通期 ツウキ																						4.0						4.0																						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																						上期合計 カミキ ゴウケイ						上期合計 カミキ ゴウケイ																						下期合計 シモキ ゴウケイ						下期合計 シモキ ゴウケイ																						通期 ツウキ												通期 ツウキ												上期合計 カミキ ゴウケイ												下期合計 シモキ ゴウケイ										ERROR:#VALUE!

								売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算 ヨサン		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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		実績		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		予算 ヨサン		予算		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		実績		構成比/利益率 コウセイヒ リエキ リツ		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				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ				予算 ヨサン		予算		構成比 コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ				ERROR:#VALUE!

										四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		10,859,335,654		10,859,335		54.3%		11,217,239,602		11,217,239		52.5%		103.3%		11,429,032,968		11,429,032		58.9%		105.2%		101.9%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		10,859,335,654		10,859,335		54.3%		11,217,239,602		11,217,239		52.5%		103.3%		11,429,032,968		11,429,032		58.9%		105.4%		102.1%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,748,446,779		2,748,446		51.0%		2,836,368,673		2,836,368		55.5%		103.2%		2,946,149,414		2,946,149		56.9%		107.2%		103.9%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,723,438,951		2,723,438		57.7%		2,795,122,085		2,795,122		56.6%		102.6%		2,831,937,315		2,831,937		58.4%		104.0%		101.3%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,665,773,068		2,665,773		60.4%		2,782,109,739		2,782,109		57.3%		104.4%		2,837,477,441		2,837,477		61.0%		106.4%		102.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		2,721,676,856		2,721,676		49.8%		2,803,639,105		2,803,639		43.5%		103.0%		2,813,468,798		2,813,468		59.5%		103.4%		100.4%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,471,885,730		5,471,885		54.1%		5,631,490,758		5,631,490		56.1%		102.9%		5,778,086,729		5,778,086		57.6%		105.6%		102.6%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		5,387,449,924		5,387,449		54.5%		5,585,748,844		5,585,748		49.4%		103.7%		5,650,946,239		5,650,946		60.2%		104.9%		101.2%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		11,612,201,573		11,612,201		48.7%		101.4%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		11,768,405,041		11,768,405		49.4%		103.0%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		11,768,405,041		11,768,405		49.4%		203.7%				四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		11,768,405,041		11,768,405		49.4%		208.3%				△ 11,768,405,041

										デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,483,905,020		5,483,905		27.4%		6,052,177,708		6,052,177		28.4%		110.4%		4,125,376,086		4,125,376		21.3%		75.2%		68.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,483,905,020		5,483,905		27.4%		6,052,177,708		6,052,177		28.4%		110.4%		4,125,376,086		4,125,376		21.2%		75.2%		68.1%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,484,191,833		1,484,191		27.6%		1,279,414,527		1,279,414		25.0%		86.2%		1,295,040,579		1,295,040		25.0%		87.3%		101.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,253,573,403		1,253,573		26.6%		1,200,270,127		1,200,270		24.3%		95.7%		1,067,440,111		1,067,440		22.0%		85.2%		88.9%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		921,724,376		921,724		20.9%		1,085,014,027		1,085,014		22.3%		117.7%		799,619,489		799,619		17.2%		86.8%		73.7%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,824,415,408		1,824,415		33.4%		2,487,479,027		2,487,479		38.6%		136.3%		963,275,907		963,275		20.4%		52.8%		38.7%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,737,765,236		2,737,765		27.1%		2,479,684,654		2,479,684		24.7%		90.6%		2,362,480,690		2,362,480		23.6%		86.3%		95.3%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,746,139,784		2,746,139		27.8%		3,572,493,054		3,572,493		31.6%		130.1%		1,762,895,396		1,762,895		18.8%		64.2%		49.3%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		6,650,219,909		6,650,219		27.9%		161.2%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,125,841,200		5,125,841		21.5%		124.3%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,125,841,200		5,125,841		21.5%		217.0%				デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		5,125,841,200		5,125,841		21.5%		290.8%				△ 5,125,841,200

										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		2,555,071,324		2,555,071		12.8%		2,686,680,187		2,686,680		12.6%		105.2%		2,606,757,961		2,606,757		13.4%		102.0%		97.0%				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		2,555,071,324		2,555,071		12.8%		2,686,680,187		2,686,680		12.6%		105.2%		2,606,757,961		2,606,757		13.4%		102.2%		97.2%				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		648,925,952		648,925		12.1%		670,358,338		670,358		13.1%		103.3%		640,833,738		640,833		12.4%		98.8%		95.6%				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		656,614,252		656,614		13.9%		655,424,836		655,424		13.3%		99.8%		635,620,876		635,620		13.1%		96.8%		97.0%				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		609,632,322		609,632		13.8%		677,073,264		677,073		13.9%		111.1%		670,155,687		670,155		14.4%		109.9%		99.0%				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		639,898,798		639,898		11.7%		683,823,749		683,823		10.6%		106.9%		660,147,660		660,147		14.0%		103.2%		96.5%				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		1,305,540,204		1,305,540		12.9%		1,325,783,174		1,325,783		13.2%		101.6%		1,276,454,614		1,276,454		12.7%		97.8%		96.3%				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		1,249,531,120		1,249,531		12.6%		1,360,897,013		1,360,897		12.0%		108.9%		1,330,303,347		1,330,303		14.2%		106.5%		97.8%				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		2,882,368,135		2,882,368		12.1%		110.4%				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		2,748,127,526		2,748,127		11.5%		105.4%				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		2,748,127,526		2,748,127		11.5%		215.3%				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		2,748,127,526		2,748,127		11.5%		206.6%				△ 2,748,127,526

										その他事業セグメント タ ジギョウ		1,931,911,863		1,931,911		9.7%		2,119,217,189		2,119,217		9.9%		109.7%		1,951,364,893		1,951,364		10.1%		101.0%		92.1%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,931,911,863		1,931,911		9.7%		2,119,217,189		2,119,217		9.9%		109.7%		1,951,364,893		1,951,364		10.0%		100.1%		91.3%				その他事業セグメント タ ジギョウ		582,049,118		582,049		10.8%		506,987,445		506,987		9.9%		87.1%		490,834,499		490,834		9.5%		84.3%		96.8%				その他事業セグメント タ ジギョウ		437,285,054		437,285		9.3%		448,160,463		448,160		9.1%		102.5%		487,042,063		487,042		10.0%		111.4%		108.7%				その他事業セグメント タ ジギョウ		379,281,085		379,281		8.6%		461,210,849		461,210		9.5%		121.6%		509,591,719		509,591		11.0%		134.4%		110.5%				その他事業セグメント タ ジギョウ		533,296,606		533,296		9.8%		702,858,432		702,858		10.9%		131.8%		463,896,612		463,896		9.8%		87.0%		66.0%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,019,334,172		1,019,334		10.1%		955,147,908		955,147		9.5%		93.7%		977,876,562		977,876		9.8%		95.9%		102.4%				その他事業セグメント タ ジギョウ		912,577,691		912,577		9.2%		1,164,069,281		1,164,069		10.3%		127.6%		973,488,331		973,488		10.4%		106.7%		83.6%				その他事業セグメント タ ジギョウ		2,464,647,776		2,464,647		10.3%		127.4%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,943,566,918		1,943,566		8.2%		99.6%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,943,566,918		1,943,566		8.2%		198.8%				その他事業セグメント タ ジギョウ		1,943,566,918		1,943,566		8.2%		199.6%				△ 1,943,566,918

										共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 846,364,552		△ 846,364		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 846,364,552		△ 846,364		-		△ 728,943,591		△ 728,943		-		-		△ 703,198,118		△ 703,198		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 78,714,037		△ 78,714		-		△ 184,355,148		△ 184,355		-		-		△ 190,792,404		△ 190,792		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 349,767,018		△ 349,767		-		△ 160,979,148		△ 160,979		-		-		△ 174,850,603		△ 174,850		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 164,688,463		△ 164,688		-		△ 148,357,147		△ 148,357		-		-		△ 165,398,180		△ 165,398		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 253,195,034		△ 253,195		-		△ 235,252,148		△ 235,252		-		-		△ 172,156,931		△ 172,156		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 428,481,055		△ 428,481		-		△ 345,334,296		△ 345,334		-		-		△ 365,643,007		△ 365,643		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 417,883,497		△ 417,883		-		△ 383,609,295		△ 383,609		-		-		△ 337,555,111		△ 337,555		-		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		218,400,000		218,400		0.9%		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 443,406,190		△ 443,406		-		-				443,406,190

								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				19,983,859,309		19,983,859		100.0%		21,346,371,095		21,346,371		100.0%		106.8%		19,409,333,790		19,409,333		100.0%		97.1%		90.9%		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				19,983,859,309		19,983,859		100.0%		21,346,371,095		21,346,371		100.0%		106.8%		19,409,333,790		19,409,333		100.0%		97.3%		91.1%		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				5,384,899,645		5,384,899		100.0%		5,108,773,835		5,108,773		100.0%		94.9%		5,182,065,826		5,182,065		100.0%		96.2%		101.4%		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				4,721,144,642		4,721,144		100.0%		4,937,998,363		4,937,998		100.0%		104.6%		4,847,189,762		4,847,189		100.0%		102.7%		98.2%		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				4,411,722,388		4,411,722		100.0%		4,857,050,732		4,857,050		100.0%		110.1%		4,651,446,156		4,651,446		100.0%		105.4%		95.8%		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				5,466,092,634		5,466,092		100.0%		6,442,548,165		6,442,548		100.0%		117.9%		4,728,632,046		4,728,632		100.0%		86.5%		73.4%		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				10,106,044,287		10,106,044		100.0%		10,046,772,198		10,046,772		100.0%		99.4%		10,029,255,588		10,029,255		100.0%		99.2%		99.8%		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				9,877,815,022		9,877,815		100.0%		11,299,598,897		11,299,598		100.0%		114.4%		9,380,078,202		9,380,078		100.0%		95.0%		83.0%		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				23,827,837,393		23,827,837		100.0%		122.6%		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				23,827,837,393		23,827,837		100.0%		122.8%		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				23,827,837,393		23,827,837		100.0%		237.6%		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				23,827,837,393		23,827,837		100.0%		254.0%				△ 23,827,837,393

								営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,183,531,919		3,183,531		29.3%		3,462,802,992		3,462,802		30.9%		108.8%		3,412,350,708		3,412,350		29.9%		107.2%		98.5%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,183,531,919		3,183,531		29.3%		3,462,802,992		3,462,802		30.9%		108.8%		3,412,350,708		3,412,350		29.7%		106.9%		98.3%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		860,227,786		860,227		31.3%		919,179,346		919,179		32.4%		106.9%		919,146,373		919,146		31.2%		106.8%		100.0%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		771,800,355		771,800		28.3%		787,450,170		787,450		28.2%		102.0%		808,394,845		808,394		28.5%		104.7%		102.7%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		781,068,904		781,068		29.3%		878,523,268		878,523		31.6%		112.5%		882,611,102		882,611		31.1%		113.0%		100.5%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		770,434,874		770,434		28.3%		877,650,208		877,650		31.3%		113.9%		802,198,388		802,198		28.5%		104.1%		91.4%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,632,028,141		1,632,028		29.8%		1,706,629,516		1,706,629		30.3%		104.6%		1,727,541,218		1,727,541		29.9%		105.9%		101.2%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		1,551,503,778		1,551,503		28.8%		1,756,173,476		1,756,173		31.4%		113.2%		1,684,809,490		1,684,809		29.8%		108.6%		95.9%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,615,476,912		3,615,476		31.1%		106.2%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,713,932,936		3,713,932		31.6%		108.8%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,713,932,936		3,713,932		31.6%		215.0%		営業利益合計		四輪事業セグメント ヨンリン ジギョウ		3,713,932,936		3,713,932		31.6%		220.4%				△ 3,713,932,936

								営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,704,802		3,334,704		55.1%		110.3%		2,036,384,284		2,036,384		49.4%		67.4%		61.1%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,023,440,355		3,023,440		55.1%		3,334,704,802		3,334,704		55.1%		110.3%		2,036,384,284		2,036,384		48.3%		65.8%		59.7%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		912,984,441		912,984		61.5%		707,993,988		707,993		55.3%		77.5%		748,182,277		748,182		57.8%		81.9%		105.7%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		597,805,036		597,805		47.7%		608,591,622		608,591		50.7%		101.8%		537,384,999		537,384		50.3%		89.9%		88.3%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		477,704,525		477,704		51.8%		558,575,233		558,575		51.5%		116.9%		382,021,269		382,021		47.8%		80.0%		68.4%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,034,946,353		1,034,946		56.7%		1,459,543,959		1,459,543		58.7%		141.0%		368,795,739		368,795		38.3%		35.6%		25.3%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,510,789,477		1,510,789		55.2%		1,316,585,610		1,316,585		53.1%		87.1%		1,285,567,276		1,285,567		54.4%		85.1%		97.6%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		1,512,650,878		1,512,650		55.1%		2,018,119,192		2,018,119		56.5%		133.4%		750,817,008		750,817		42.6%		49.6%		37.2%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		3,651,017,724		3,651,017		54.9%		183.4%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,515,036,242		2,515,036		49.1%		123.5%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,515,036,242		2,515,036		49.1%		195.6%		営業利益合計		デジタルプロダクツ事業セグメント ジギョウ		2,515,036,242		2,515,036		49.1%		335.0%				△ 2,515,036,242

								営業利益合計		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		625,610,745		625,610		24.5%		628,179,147		628,179		23.4%		100.4%		781,077,486		781,077		30.0%		124.9%		124.3%		営業利益合計		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		625,610,745		625,610		24.5%		628,179,147		628,179		23.4%		100.4%		781,077,486		781,077		29.4%		122.7%		122.2%		営業利益合計		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		178,431,827		178,431		27.5%		172,765,282		172,765		25.8%		96.8%		229,233,095		229,233		35.8%		128.5%		132.7%		営業利益合計		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		138,921,715		138,921		21.2%		135,045,818		135,045		20.6%		97.2%		142,246,878		142,246		22.4%		102.4%		105.3%		営業利益合計		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		136,496,976		136,496		22.4%		168,484,502		168,484		24.9%		123.4%		208,048,579		208,048		31.0%		152.4%		123.5%		営業利益合計		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		171,760,227		171,760		26.8%		151,883,545		151,883		22.2%		88.4%		201,548,934		201,548		30.5%		117.3%		132.7%		営業利益合計		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		317,353,542		317,353		24.3%		307,811,100		307,811		23.2%		97.0%		371,479,973		371,479		29.1%		117.1%		120.7%		営業利益合計		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		308,257,203		308,257		24.7%		320,368,047		320,368		23.5%		103.9%		409,597,513		409,597		30.8%		132.9%		127.9%		営業利益合計		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		747,296,546		747,296		25.9%		97.3%		営業利益合計		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		648,087,109		648,087		23.6%		83.0%		営業利益合計		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		648,087,109		648,087		23.6%		174.5%		営業利益合計		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		648,087,109		648,087		23.6%		158.2%				△ 648,087,109

								営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 19,597,699		△ 19,597		-		120,335,037		120,335		5.7%		-		△ 170,650,565		△ 170,650		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 19,597,699		△ 19,597		-		120,335,037		120,335		5.7%		-		△ 170,650,565		△ 170,650		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		67,196,245		67,196		11.5%		△ 33,846,157		△ 33,846		-		-		△ 8,755,074		△ 8,755		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		5,537,364		5,537		1.3%		△ 27,775,624		△ 27,775		-		-		△ 29,655,820		△ 29,655		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 44,041,056		△ 44,041		-		△ 31,717,857		△ 31,717		-		-		△ 77,996,629		△ 77,996		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 48,290,252		△ 48,290		-		213,674,675		213,674		30.4%		-		△ 54,243,042		△ 54,243		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		72,733,609		72,733		7.1%		△ 61,621,781		△ 61,621		-		-		△ 38,410,894		△ 38,410		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 92,331,308		△ 92,331		-		181,956,818		181,956		15.6%		-		△ 132,239,671		△ 132,239		-		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		496,183,090		496,183		20.1%		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 241,298,375		△ 241,298		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 241,298,375		△ 241,298		-		-		営業利益合計		その他事業セグメント タ ジギョウ		△ 241,298,375		△ 241,298		-		-				241,298,375

								営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,771,826,166		△ 2,771,826		-		△ 3,501,120,408		△ 3,501,120		-		-		△ 2,813,774,827		△ 2,813,774		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,771,826,166		△ 2,771,826		-		△ 3,501,120,408		△ 3,501,120		-		-		△ 2,813,774,827		△ 2,813,774		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 715,071,000		△ 715,071		-		△ 867,148,734		△ 867,148		-		-		△ 776,748,845		△ 776,748		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 709,464,967		△ 709,464		-		△ 892,564,002		△ 892,564		-		-		△ 694,644,721		△ 694,644		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 640,042,906		△ 640,042		-		△ 824,869,581		△ 824,869		-		-		△ 659,427,734		△ 659,427		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 707,247,293		△ 707,247		-		△ 916,538,091		△ 916,538		-		-		△ 682,953,527		△ 682,953		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,424,535,967		△ 1,424,535		-		△ 1,759,712,736		△ 1,759,712		-		-		△ 1,471,393,566		△ 1,471,393		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 1,347,290,199		△ 1,347,290		-		△ 1,741,407,672		△ 1,741,407		-		-		△ 1,342,381,261		△ 1,342,381		-		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 3,662,262,284		△ 3,662,262		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-		営業利益合計		共通（調整額） キョウツウ チョウセイ ガク		△ 2,815,274,427		△ 2,815,274		-		-				2,815,274,427

						 		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				4,041,159,154		4,041,159		20.2%		4,044,901,570		4,044,901		18.9%		100.1%		3,245,387,086		3,245,387		16.7%		80.3%		80.2%		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				4,041,159,154		4,041,159		20.2%		4,044,901,570		4,044,901		18.9%		100.1%		3,245,387,086		3,245,387		16.1%		77.6%		77.6%		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				1,303,769,299		1,303,769		24.2%		898,943,725		898,943		17.6%		68.9%		1,111,057,826		1,111,057		21.4%		85.2%		123.6%		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				804,599,503		804,599		17.0%		610,747,984		610,747		12.4%		75.9%		763,726,181		763,726		15.8%		94.9%		125.0%		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				711,186,443		711,186		16.1%		748,995,565		748,995		15.4%		105.3%		735,256,587		735,256		15.8%		103.4%		98.2%		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				1,221,603,909		1,221,603		22.3%		1,786,214,296		1,786,214		27.7%		146.2%		635,346,492		635,346		13.4%		52.0%		35.6%		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				2,108,368,802		2,108,368		20.9%		1,509,691,709		1,509,691		15.0%		71.6%		1,874,784,007		1,874,784		18.7%		88.9%		124.2%		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				1,932,790,352		1,932,790		19.6%		2,535,209,861		2,535,209		22.4%		131.2%		1,370,603,079		1,370,603		14.6%		70.9%		54.1%		営業利益内訳（連結調整後） エイギョウ リエキ ウチワケ レンケツ チョウセイゴ				4,847,711,988		4,847,711		20.3%		154.5%		営業利益内訳（連結調整後） エイギョウ リエキ ウチワケ レンケツ チョウセイゴ				3,820,483,485		3,820,483		16.0%		117.7%		営業利益内訳（連結調整後） エイギョウ リエキ ウチワケ レンケツ チョウセイゴ				3,820,483,485		3,820,483		16.0%		203.8%		営業利益内訳（連結調整後） エイギョウ リエキ ウチワケ レンケツ チョウセイゴ				3,820,483,485		3,820,483		16.0%		278.7%				△ 3,820,483,485

























































































PPT

				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　／　KPI				2017年12月期				前年同期比								Business　／　KPI				First half 2017				Year-on-year								事業　／　KPI				2017年12月期				前年同期比						Business　／　KPI				First half 2017				Year-on-year						事業／KPI				2017年12月期				前年同期比								Business　／　KPI				First half 2017				Year-on-year

								２Q累計実績																																２Q累計実績																												２Q累計実績

				総成約･落札台数				417,650		台 ダイ		106.0				%				Total sales units				417,650		units		106.0				%				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		0.0		億円 オクエン		116.5		%				All of Digital Product Business		Total transaction amount		0.0		billion		116.5		%				ブランド品		取扱高		0.0		億円 オクエン		113.4				%				Used Luxury brand items		Total transaction amount		0.0		billion		113.4				%

				落札シェア				8.8		％		0.1		ポイント		増				Sales share				8.8		％		0.1		Point		up						総会員数 ソウ カイイン スウ		455				127.5		%						Total members		455				127.5		%						総出品商材数		374,089		品 シナ		109.5				%						Total number of listed items		374,089		units		109.5				%

				（TVAA・共有在庫市場・NWAA・アイオーク）												-				（TVAA,Shared inventory market,NWAA and i-Auc）												-						流通台数 リュウツウ ダイスウ		1,707,195		台 ダイ		95.3		%						Total sales units		1,707,195		units		95.3		%						成約率		76.9		%		0.8		ポイント		増						Rate of sale		76.9		%		0.8		ポイント		up

				中古車TVオークション（TVAA）		総出品台数		58,556		台 ダイ		101.6				%				Used vehicle TV auctions（TVAA）		Total number of listed items		58,556		units		101.6				%																																		総会員数		1,545				107.6				%						Total members		1,545				107.6				%

						成約台数		17,414		台 ダイ		107.8				%						Number of sold items		17,414		units		107.8				%																																中古バイク		総出品台数		63,912		台 ダイ		100.9				%				Used motorcycles		Total number of listed items		63,912		units		100.9				%

						成約率		31.8		%		1.8		ポイント		増						Rate of sale		31.8		%		1.8		Point		up																																		成約率		48.1		%		-2.1		ポイント		減						Rate of sale		48.1		%		-2.1		ポイント		down

				共有在庫市場		成約台数		11,488		台		97.9				%				Shared inventory market		Number of sold items		11,488		units		97.9				%																																		総会員数		4,532				e				%						Total members		4,532				103.7				%

				ライブ中継オークション 		中継台数		4,811,383		台		104.1				%				Live-linked auctions（NWAA）		Listed units		4,811,383		units		104.1				%																																		取扱高		0.0		億円 オクエン		113.4				%						Total transaction amount		0.0		billion		113.4				%

				（NWAA）		落札台数		278,658		台		106.5				%						Sold units		278,658		units		106.5				%																																花き
（切花・鉢物） カ		取扱高		0.0		億円 オクエン		94.3				%				Flowers
(cut and potted)		Total transaction amount		0.0		billion		94.3				%

				落札代行サービス（アイオーク）		落札台数		110,090		台 ダイ		105.4				%				The proxy bidding service（i-Auc）		Sold units		110,090		units		105.4				%																																		総会員数(買参者)		1,081				98.4				%						Total members（buyers）		1,081				98.4				%

				車両検査サービス（AIS）		総検査台数		843,841		台 ダイ		115.0				%				Used vehicle inspection service（AIS）		Total inspected units		843,841		units		115.0				%																																		総会員数(生産者)		3,033				103.8				%						Total members（growers）		3,033				103.8				%

				四輪総会員数				14,447				100.4				%				Total automobile business members				14,447				100.4				%



				事業 ジギョウ		KPI		2017年12月期
通期実績 ツウキ ジッセキ				前年同期比								Business		KPI		FY2017				Year-on-year								事業 ジギョウ		KPI		2017年12月期
通期実績 ツウキ ジッセキ				前年同期比						Business		KPI		FY2017				Year-on-year						事業 ジギョウ		KPI		2017年12月期
通期実績 ツウキ ジッセキ				前年同期比								Business		KPI		FY2017				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		417,650		台 ダイ		106.0				%				Automobile Business
(Total)		Number of sold items		417,650		units		106.0				%				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		266		億円 オクエン		116.5		%				All of Digital Product Business		Total transaction amount		26.6		billion		116.5		%				ブランド品		取扱高		89		億円 オクエン		113.4				%				Used Luxury brand items		Total transaction amount		8.9		billion		113.4				%

						落札シェア		8.8		％		0.1		ポイント		増						Sales share ※1		8.8		％		0.1		Point		up						総会員数 ソウ カイイン スウ		455				127.5		%						Total members		455				127.5		%						総出品商材数		374,089		品 シナ		109.5				%						Total number of listed items		374,089		units		109.5				%

						総会員数		14,447				100.4				%						Total members		14,447				100.4				%						流通台数 リュウツウ ダイスウ		1,707,195		台 ダイ		95.3		%						Total sales units		1,707,195		units		95.3		%						成約率		76.9		%		0.8		ポイント		増						Rate of sale		76.9		%		0.8		point		up

				中古車オークション		総出品台数		58,556		台 ダイ		101.6				%				Used vehicle auctions		Total number of listed items		58,556		units		101.6				%																																		総会員数		1,545				107.6				%						Total members		1,545				107.6				%

						成約台数		17,414		台 ダイ		107.8				%						Number of sold items		17,414		units		107.8				%																																中古バイク		総出品台数		63,912		台 ダイ		100.9				%				Used motorcycles		Total number of listed items		63,912		units		100.9				%

						成約率		31.8		%		1.8		ポイント		増						Rate of sale		31.8		%		1.8		Point		up																																		成約率		48.1		%		-2.1		ポイント		減						Rate of sale		48.1		%		-2.1		point		down

				共有在庫市場		成約台数		11,488		台		97.9				%				Shared inventory market		Number of sold items		11,488		units		97.9				%																																		総会員数		4,532				103.7				%						Total members		4,532				103.7				%

				ライブ中継オークション 		中継台数		4,811,383		台		104.1				%				Live-linked auctions		Listed units		4,811,383		units		104.1				%																																		取扱高		76		億円 オクエン		97.4				%						Total transaction amount		7.6		billion		97.4				%

						落札台数		278,658		台		106.5				%						Sold units		278,658		units		106.5				%																																花き
（切花・鉢物） カ		取扱高		64		億円 オクエン		94.3				%				Flowers
(cut and potted)		Total transaction amount		6.4		billion		94.3				%

				落札代行サービス（アイオーク）		落札台数		110,090		台 ダイ		105.4				%				The proxy bidding service（i-Auc）		Sold units		110,090		units		105.4				%				 																														総会員数(買参者)		1,081				98.4				%						Total members（buyers）		1,081				98.4				%

				車両検査サービス（AIS）		総検査台数		843,841		台 ダイ		115.0				%				Used vehicle inspection service（AIS）		Total inspected units ※2		843,841		units		115.0				%																																		総会員数(生産者)		3,033				103.8				%						Total members（growers）		3,033				103.8				%

				（※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4,745,639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 4,745,639 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		122		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
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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		9,726,720,301		10,805,028,020		9,022,387,156		2,611,745,332		2,631,055,411		2,534,343,510		2,301,675,804		2,447,922,934		2,285,894,147		2,181,754,104		2,422,075,285		2,129,215,567		2,631,545,061		3,303,974,390		2,072,933,932		11,575,402,114				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		3,684,675,741		3,582,379,507		3,565,395,219		940,990,291		898,063,904		898,082,660		928,498,246		895,310,114		892,435,470		913,084,915		894,859,489		890,255,069		902,102,289		894,146,000		884,622,020		3,568,897,111				オークション収入 シュウニュウ		9,726,720,301		10,805,028,020		2,611,745,332		2,631,055,411		2,534,343,510		11,575,402,114				オークション収入 シュウニュウ		9,726		10,805		2,611		2,631		2,534		11,575

		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,625,206,288		2,675,916,332		2,911,459,900		658,545,086		683,332,500		762,743,375		634,334,960		655,719,634		700,313,650		633,352,939		660,543,940		705,981,875		698,973,303		676,320,258		742,421,000		2,776,683,836				会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,684,675,741		3,582,379,507		940,990,291		898,063,904		898,082,660		3,568,897,111				会費収入 カイヒ シュウニュウ		3,684		3,582		940		898		898		3,568

		その他収入 タ シュウニュウ		7,528,000,420		7,505,356,721		6,736,850,557		2,220,729,543		1,728,860,978		1,707,661,431		1,802,621,267		1,693,397,609		1,661,239,129		1,476,120,131		1,645,464,432		1,656,399,508		2,028,529,479		2,437,633,702		1,711,550,489		8,012,393,576				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,625,206,288		2,675,916,332		658,545,086		683,332,500		762,743,375		2,776,683,836				検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		2,625		2,675		658		683		762		2,776

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(3,580,743,441)		(3,222,309,485)		(2,826,759,042)		(1,047,110,607)		(832,538,958)		(720,765,150)		(945,985,635)		(754,351,928)		(692,692,634)		(792,589,701)		(765,892,414)		(730,405,863)		(795,057,498)		(869,526,185)		(682,895,395)		(2,105,539,244)				その他収入 タ シュウニュウ		7,528,000,420		7,505,356,721		2,220,729,543		1,728,860,978		1,707,661,431		8,012,393,576				その他収入 タ シュウニュウ		7,528		7,505		2,220		1,728		1,707		8,012

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		19,983,859,309		21,346,371,095		19,409,333,790		5,384,899,645		5,108,773,835		5,182,065,826		4,721,144,642		4,937,998,363		4,847,189,762		4,411,722,388		4,857,050,732		4,651,446,156		5,466,092,634		6,442,548,165		4,728,632,046		23,827,837,393

																																						合計 ゴウケイ		19,983,859,309		21,346,371,095		5,384,899,645		5,108,773,835		5,182,065,826		23,827,837,393				合計 ゴウケイ		19,983		21,346		5,384		5,108		5,182		23,827

		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		4,792,992,429		5,148,324,056		5,070,006,824		1,259,683,191		1,310,948,719		1,324,416,765		1,179,008,526		1,288,408,960		1,264,398,020		1,175,134,847		1,271,589,138		1,265,667,881		1,179,165,865		1,277,377,239		1,215,524,158		5,433,758,760																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		3,230,530,818		3,118,575,038		3,103,648,409		829,579,470		783,339,510		782,977,350		815,684,544		779,728,434		776,464,050		798,800,495		778,672,167		774,797,509		786,466,309		776,834,927		769,409,500		3,094,636,133				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		2,625,206,288		2,675,916,332		2,911,459,900		658,545,086		683,332,500		762,743,375		634,334,960		655,719,634		700,313,650		633,352,939		660,543,940		705,981,875		698,973,303		676,320,258		742,421,000		2,776,683,836				オークション		4,792,992,429		5,148,324,056		1,259,683,191		1,310,948,719		1,324,416,765		5,433,758,760				オークション		4,792		5,148		1,259		1,310		1,324		5,433

		その他収入		1,382,007,733		1,439,821,904		1,470,903,197		331,662,813		350,099,626		359,012,127		341,037,125		362,613,739		376,781,705		346,888,346		362,653,176		363,498,987		362,419,449		364,455,363		371,610,378		1,472,517,573				会費 カイヒ		3,230,530,818		3,118,575,038		829,579,470		783,339,510		782,977,350		3,094,636,133				会費 カイヒ		3,230		3,118		829		783		782		3,094

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(1,171,401,614)		(1,165,397,728)		(1,126,985,362)		(331,023,781)		(291,351,682)		(283,000,203)		(246,626,204)		(291,348,682)		(286,020,110)		(288,403,559)		(291,348,682)		(272,468,811)		(305,348,070)		(291,348,682)		(285,496,238)		(1,165,394,729)				検査料 ケンサ リョウ		2,625,206,288		2,675,916,332		658,545,086		683,332,500		762,743,375		2,776,683,836				検査料 ケンサ リョウ		2,625		2,675		658		683		762		2,776

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		10,859,335,654		11,217,239,602		11,429,032,968		2,748,446,779		2,836,368,673		2,946,149,414		2,723,438,951		2,795,122,085		2,831,937,315		2,665,773,068		2,782,109,739		2,837,477,441		2,721,676,856		2,803,639,105		2,813,468,798		11,612,201,573				その他 タ		1,382,007,733		1,439,821,904		331,662,813		350,099,626		359,012,127		1,472,517,573				その他 タ		1,382		1,439		331		350		359		1,472

																																						合計 ゴウケイ		10,859,335,654		11,217,239,602		2,748,446,779		2,836,368,673		2,946,149,414		11,612,201,573				合計 ゴウケイ		10,859		11,217		2,748		2,836		2,946		11,612

		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		3,255,572,230		3,840,321,200		2,275,150,748		924,078,917		864,681,000		811,296,917		703,443,922		721,276,000		612,389,446		595,819,731		694,309,600		430,621,005		1,032,229,660		1,560,054,600		420,843,380		4,184,028,400																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		5,850,003		5,160,000		5,440,000		2,045,001		1,200,000		1,170,000		1,165,002		1,260,000		1,350,000		1,240,000		1,320,000		1,440,000		1,400,000		1,380,000		1,480,000		2,760,000				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		2,223,534,988		2,207,840,000		1,845,700,293		675,564,913		448,680,000		482,573,662		432,261,481		451,460,000		453,700,665		324,918,846		382,280,000		368,473,404		790,789,748		925,420,000		540,952,562		2,239,500,000				オークション		3,255,572,230		3,840,321,200		924,078,917		864,681,000		811,296,917		4,184,028,400				オークション		3,255		3,840		924		864		811		4,184

		連結調整 レンケツ チョウセイ		(1,052,201)		(1,143,492)		(914,956)		(117,496,998)		(35,146,473)		(1)		116,702,998		26,274,127		0		(254,201)		7,104,427		(914,920)		(4,000)		624,427		(35)		223,931,509				会費 カイヒ		5,850,003		5,160,000		2,045,001		1,200,000		1,170,000		2,760,000				会費 カイヒ		5		5		2		1		1		2

		合計(連結調整後) ゴウケイ レンケツ チョウセイゴ		5,483,905,020		6,052,177,708		4,125,376,086		1,484,191,833		1,279,414,527		1,295,040,579		1,253,573,403		1,200,270,127		1,067,440,111		921,724,376		1,085,014,027		799,619,489		1,824,415,408		2,487,479,027		963,275,907		6,650,219,909				その他 タ		2,223,534,988		2,207,840,000		675,564,913		448,680,000		482,573,662		2,239,500,000				その他 タ		2,223		2,207		675		448		482		2,239

								 		 						 						 						 										合計 ゴウケイ		5,483,905,020		6,052,177,708		1,484,191,833		1,279,414,527		1,295,040,579		6,650,219,909				合計 ゴウケイ		5,483		6,052		1,484		1,279		1,295		6,650

		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		1,678,155,642		1,816,382,764		1		427,983,224		455,425,692		398,629,828		455,425,692		1		1		1		1		419,223		1		419,223,356		438,237		1,957,614,954																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		568,243,157		587,104,000		1		146,880,257		159,400,000		135,322,366		159,400,000		1		1		1		0		122,298		0		122,298,484		130,258		648,287,000				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		631,660,805		715,085,064		1		162,234,467		174,954,992		153,337,212		174,954,992		1		1		1		0		165,044		0		165,044,192		175,178		783,032,054				オークション		1,678,155,642		1,816,382,764		427,983,224		455,425,692		398,629,828		1,957,614,954				オークション		1,678		1,816		427		455		398		1,957

		モーターサイクル		478,251,680		514,193,700		1		118,868,500		121,070,700		109,970,250		121,070,700		1		1		1		0		131,880		0		131,880,680		132,801		526,295,900				アグリ		568,243,157		587,104,000		146,880,257		159,400,000		135,322,366		648,287,000				アグリ		568		587		146		159		135		648

		会費収入		448,294,920		458,644,469		1		109,365,820		113,524,394		113,935,310		113,524,394		1		1		1		0		111,648		0		111,648,700		114,321		471,500,978				コンシューマープロダクツ		631,660,805		715,085,064		162,234,467		174,954,992		153,337,212		783,032,054				コンシューマープロダクツ		631		715		162		174		153		783

		アグリ		111,475,400		112,568,600		1		27,852,800		28,076,000		27,910,000		28,076,000		1		1		1		0		27,687		0		27,687,000		27,840		119,193,400				モーターサイクル		478,251,680		514,193,700		118,868,500		121,070,700		109,970,250		526,295,900				モーターサイクル		478		514		118		121		109		526

		コンシューマープロダクツ		98,434,620		107,062,000		1		23,576,000		25,933,000		26,127,810		25,933,000		1		1		1		0		24,400		0		24,400,200		26,388		116,962,000				会費		448,294,920		458,644,469		109,365,820		113,524,394		113,935,310		471,500,978				会費		448		458		109		113		113		471

		モーターサイクル		238,384,900		239,013,869		1		57,937,020		59,515,394		59,897,500		59,515,394		1		1		1		0		59,561		0		59,561,500		60,092		235,345,578				アグリ		111,475,400		112,568,600		27,852,800		28,076,000		27,910,000		119,193,400				アグリ		111		112		27		28		27		119

		その他収入		427,960,281		461,530,000		1		111,576,913		115,085,000		127,641,924		115,085,000		1		1		1		0		125,510		0		125,510,248		117,218		518,487,000				コンシューマープロダクツ		98,434,620		107,062,000		23,576,000		25,933,000		26,127,810		116,962,000				コンシューマープロダクツ		98		107		23		25		26		116

		アグリ		229,039,845		256,311,000		1		55,039,096		62,983,000		70,464,189		62,983,000		1		1		1		0		58,445		0		58,445,299		67,307		297,723,000				モーターサイクル		238,384,900		239,013,869		57,937,020		59,515,394		59,897,500		235,345,578				モーターサイクル		238		239		57		59		59		235

		コンシューマープロダクツ		45,271,683		37,100,000		2		17,870,016		10,960,000		13,481,226		10,960,000		1		1		1		0		26,742		0		26,742,782		7,590		38,300,000				その他		427,960,281		461,530,000		111,576,913		115,085,000		127,641,924		518,487,000				その他		427		461		111		115		127		518

		モーターサイクル		153,648,753		168,119,000		1		38,667,801		41,142,000		43,696,509		41,142,000		1		1		1		0		40,322		0		40,322,167		42,321		182,464,000				アグリ		229,039,845		256,311,000		55,039,096		62,983,000		70,464,189		297,723,000				アグリ		229		256		55		62		70		297

		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		45,271,683		37,100,000		17,870,016		10,960,000		13,481,226		38,300,000				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		153,648,753		168,119,000		38,667,801		41,142,000		43,696,509		182,464,000				モーターサイクル		153		168		38		41		43		182

		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		419,130,406		602,835,635		1		121,741,855		81,864,215		72,187,934		81,864,215		1		1		1		0		78,894		0		78,894,063		83,846		817,066,015																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		357,951,000		282,615,000		1		117,497,000		63,315,000		61,504,000		63,315,000		1		1		1		0		63,938		0		63,938,000		52,035		307,275,000				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		21,907		152,669,405		0		0		0		2,528		0		-		-		-		0		0		0		0		2,500		280,000,000				オークション		568,243,157		587,104,000		146,880,257		159,400,000		135,322,366		648,287,000				オークション		568		587		146		159		135		648

		検定事業室 ケンテイ ジギョウシツ		12,719,329		15,857,630		1		53,815		53,815		88,327		53,815		1		2		1		0		0		0		0		0		20,403,815				会費 カイヒ		111,475,400		112,568,600		27,852,800		28,076,000		27,910,000		119,193,400				会費 カイヒ		111		112		27		28		27		119

		医療機器事業室 イリョウ キキ ジギョウシツ		0		64,400,000		0		0		4,872,000		1,744,600		4,872,000		-		-		-		0		0		0		0		10,808		104,693,600				その他 タ		229,039,845		256,311,000		55,039,096		62,983,000		70,464,189		297,723,000				その他 タ		229		256		55		62		70		297

		ランマート勘定 カンジョウ		320,119,135		317,849,759		1		86,852,341		86,852,341		76,768,239		86,852,341		1		1		1		0		73,861		0		73,861,247		73,861		317,849,759				合計 ゴウケイ		908,758,402		955,983,600		229,772,153		250,459,000		233,696,555		1,065,203,400				合計 ゴウケイ		908		955		229		250		233		1,065

		AIBS		696,848,143		248,584,124		1		309,873,895		54,846,031		43,504,052		54,846,031		0		0		0		0		260,434		0		260,434,588		51,346		232,284,124																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		900,848,837		975,600,000		1		301,764,607		283,700,000		215,923,143		283,700,000		1		1		1		0		190,521		0		190,521,418		214,100		1,015,600,000				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		859,725,630		872,000,100		1		220,953,811		219,968,700		230,112,515		219,968,700		1		1		1		0		224,708		0		224,708,710		250,832		683,000,200				オークション		631,660,805		715,085,064		162,234,467		174,954,992		153,337,212		783,032,054				オークション		631		715		162		174		153		783

		メディカル		73,273,427		53,800,000		2		7,050,620		11,000,000		31,683,420		11,000,000		2		4		2		0		14,016		0		14,016,697		15,600		61,160,000				会費 カイヒ		98,434,620		107,062,000		23,576,000		25,933,000		26,127,810		116,962,000				会費 カイヒ		98		107		23		25		26		116

		HK		209,997,941		217,752,839		1		50,340,556		49,829,475		60,959,830		49,829,475		1		1		1		0		54,282		0		54,282,852		45,584		266,765,025				その他 タ		45,271,683		37,100,000		17,870,016		10,960,000		13,481,226		38,300,000				その他 タ		45		37		17		10		13		38

		USA		0		0		-		0		0		507,979		0		-		-		-		0		0		0		0		0		18,975,000				合計 ゴウケイ		775,367,108		859,247,064		203,680,483		211,847,992		192,946,248		938,294,054				合計 ゴウケイ		775		859		203		211		192		938

		Print Vision		19,558,104		107,742,360		0		4,152,869		26,935,590		6,786,606		26,935,590		6		2		6		0		7,436		0		7,436,338		26,935		150,788,880																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		3,499,501,623		3,396,164,817		1		1,102,730,554		814,996,352		738,433,718		814,996,352		1		1		1		2		904,155		2		904,155,913		762,105		3,563,489,003				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		478,251,680		514,193,700		118,868,500		121,070,700		109,970,250		526,295,900				オークション		478		514		118		121		109		526

																																						会費 カイヒ		238,384,900		239,013,869		57,937,020		59,515,394		59,897,500		235,345,578				会費 カイヒ		238		239		57		59		59		235

																																						その他 タ		45,271,683		37,100,000		17,870,016		10,960,000		13,481,226		38,300,000				その他 タ		45		37		17		10		13		38

																																						合計 ゴウケイ		761,908,263		790,307,569		194,675,536		191,546,094		183,348,976		799,941,478				合計 ゴウケイ		761		790		194		191		183		799

																																																		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		690,811,371		833,391,794		204,403,156		155,093,156		140,107,694		1,030,222,174				AUCその他 タ		690		833		204		155		140		1,030

																																						AIBS		696,848,143		248,584,124		309,873,895		54,846,031		43,504,052		232,284,124				AIBS		696		248		309		54		43		232

																																						ランマート		900,848,837		975,600,000		301,764,607		283,700,000		215,923,143		1,015,600,000				ランマート		900		975		301		283		215		1,015

																																						JBTV		859,725,630		872,000,100		220,953,811		219,968,700		230,112,515		683,000,200				JBTV		859		872		220		219		230		683

																																						メディカル		73,273,427		53,800,000		7,050,620		11,000,000		31,683,420		61,160,000				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		229,556,045		325,495,199		54,493,425		76,765,065		68,254,415		436,528,905				海外子会社（HK&USA&PV） カイガイ コ カイシャ		229		325		54		76		68		436

																																						合計 ゴウケイ		3,499,501,623		3,396,164,817		1,102,730,554		814,996,352		738,433,718		3,563,489,003				合計 ゴウケイ		3,499		3,396		1,102		814		738		3,563





株通四輪売上構成比

		四輪事業 ４ リン ジギョウ				17/12期 キ

		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		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				5,070,006,824		44.4%		105.8%		98.5%

		オークション収入 シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		956,572,626		8.4%		103.8%		91.2%

		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		1,764,119,093		15.4%		108.5%		109.5%

		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		20.6%		104.6%		94.4%

		会費収入				3,103,648,409		27.2%		96.1%		99.5%

		会費収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		1,926,275,309		16.9%		96.4%		100.4%

		会費収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		374,691,500		3.3%		88.0%		95.1%

		会費収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		802,681,600		7.0%		99.5%		99.5%

		検査料収入				2,911,459,900		25.5%		110.9%		108.8%

		検査料収入 ケンサ リョウ シュウニュウ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		586,666,400		5.1%		103.1%		102.7%

		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		2,324,793,500		20.3%		113.1%		110.5%

		その他収入				1,470,903,197		12.9%		106.4%		102.2%

		その他収入		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		344,297,642		3.0%		115.0%		106.5%

		その他収入		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		8,511,125		0.1%		60.1%		77.2%

		その他収入		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		390,371,559		3.4%		103.5%		96.0%

		その他収入		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		116,096,215		1.0%		148.0%		157.1%

		その他収入		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		611,626,656		5.4%		99.8%		97.9%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				12,556,018,330		109.9%		104.4%		101.4%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		中古車TVAA（四輪事業部） チュウコ シャ ヨンリン ジギョウ ブ		3,813,811,977		33.4%		100.7%		98.7%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		ライブ中継（NWAA） チュウケイ		2,147,321,718		18.8%		103.9%		106.5%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		落札代行（アイオーク） ラクサツ ダイコウ		3,542,368,264		31.0%		103.3%		95.7%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		車両検査（AIS） シャリョウ ケンサ		2,440,889,715		21.4%		114.4%		112.0%

		売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		その他（ASS・AFP・商品ｻｰﾋﾞｽ・流通改革） タ ショウヒン リュウツウ カイカク		611,626,656		5.4%		99.8%		97.9%

		連結調整勘定				△ 1,126,985,362		-		-		-

		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				11,429,032,968		100.0%		105.2%		101.9%



		四輪事業 ４ リン ジギョウ		17/12期 キ		17/12期 キ

		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ

		オークション収入 シュウニュウ		5,070,006,824		5,070,006,824

		会費収入		3,103,648,409		3,103,648,409

		検査料収入		2,911,459,900		2,911,459,900

		その他収入		1,470,903,197		343,917,835

		売上合計（単純合算） ウリアゲ ゴウケイ タンジュン ガッサン		12,556,018,330		11,429,032,968

		売上合計（外部顧客への売上高） ウリアゲ ゴウケイ ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		11,251,076,968		11,251,076,968

		連結調整勘定		△ 1,126,985,362		△ 1,126,985,362

		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		11,429,032,968		11,429,032,968

								※差額はその他収入に含める形で算出 サガク タ シュウニュウ フク カタチ サンシュツ

		四輪事業 ４ リン ジギョウ		17/12期 キ

		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ		実績 ジッセキ

		オークション収入 シュウニュウ		5,070,006,824

		会費収入		3,103,648,409

		検査料収入		2,911,459,900

		その他収入		5,070,006,824

		売上合計（単純合算） ウリアゲ ゴウケイ タンジュン ガッサン		16,155,121,957

		売上合計（外部顧客への売上高） ウリアゲ ゴウケイ ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		11,251,076,968

		セグメント間の内部売上高又は振替高 カン ナイブ ウリアゲ ダカ マタ フリカエ ダカ		177,956,000

		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		11,429,032,968

		差額 売上合計（外部顧客への売上高）－単純合算の差額 サガク ウリアゲ ゴウケイ ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ タンジュン ガッサン サガク		△ 4,904,044,989

		オークション収入 シュウニュウ		5,070,006,824

		会費収入		3,103,648,409

		検査料収入		2,911,459,900

		その他収入+差額 サガク		165,961,835

		売上合計（単純合算） ウリアゲ ゴウケイ タンジュン ガッサン		11,251,076,968

		売上合計（外部顧客への売上高） ウリアゲ ゴウケイ ガイブ コキャク ウリアゲ ダカ		11,251,076,968

		提供データ テイキョウ

		四輪事業 ４ リン ジギョウ		17/12期 キ

		売上内訳 ウリアゲ ウチワケ		実績 ジッセキ

		オークション収入 シュウニュウ		5,070,006,824

		会費収入		3,103,648,409

		検査料収入		2,911,459,900

		その他収入		165,961,835

		売上合計（単純合算） ウリアゲ ゴウケイ タンジュン ガッサン		11,251,076,968

		注：セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております チュウ



管理数値ベース

17/12期 実績	



オークション収入	会費収入	検査料収入	その他収入	5070006824	3103648409	2911459900	1470903197	開示ベース

17/12期 実績	



オークション収入	会費収入	検査料収入	その他収入+差額	5070006824	3103648409	2911459900	165961835	
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●Increase distribution volume 
 

 ・List items from domestic and overseas leasing firms   
      and trade-in programs 
 

 ・Distribution of smartphone parts. 
 

 ・Develop cross-border distribution. 
  
●Increase acquisition of new overseas buyers. 
 

 ・Target buyers not only in Hong Kong and the  
      United States, but all over the world. 
 

 ・Acquire buyers in a wide range of industries such as  
      wholesalers and retailers 
 
  

 

●Strengthen distribution of used PCs and used digital  
   equipment overseas 
 

   ・Strengthen promotion of bidding by foreign buyers. 

Used smartphones 

Used PCs etc. 
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Digital Product Business（Priority Initiatives） 



Ⅲ. Segment Information 
 

Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

New Businesses 



Used motorcycles Used luxury brand items 

Flowers (cut and potted) Other 
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Used medical equipment auction 

Other Information Distribution Business and  
Other Business（Overview） 

Facilitating the distribution of various products 
 through online auctions 



Net sales 

Segment income 
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Year-on-year increase in sales and 
income 
Used luxury brand items 
• Transaction amount and total number of listed items increased by 

targeting franchise store traders to increase auction participation 
and by expanding the variety of merchandise at auctions. 
 

Used motorcycles 
・Intensified efforts to increase units listed by large      
 members and those in regional cities, and increased the total   
 number of units listed. But the rate of sale decreased slightly. 
 However operating profit was maintained due to cost    
 reductions. 
 
Flowers (cut and potted) 
• Total transaction amount declined as a result of a market price 

decline due to weather conditions and increased imports. 
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2016/12期 

通期 

2017/12期 

通期 

Other Information Distribution Business 
（Segment Performance） 

（Million Yen） 

（Million Yen） 

FY2016 

FY2016 

FY2017 

FY2017 

Business KPI

Total transaction amount 8.9 billion %

Total number of listed items 374,089 units %

Rate of sale 76.9 % 0.8 point up

Total members 1,545 %

Total number of listed items 63,912 units %

Rate of sale 48.1 % 2.1 point down

Total members 4,532 %

Total transaction amount 7.6 billion %

Total transaction amount 6.4 billion %

Total members（buyers） 1,081 %

Total members（growers） 3,033 %

103.7
Used motorcycles

FY2017 Year-on-year

100.9

97.4

Flowers
(cut and potted)

94.3

98.4

103.8

Used Luxury brand items

113.4

109.5

107.6



Other Information Distribution Business 
（Segment Performance） 

  Used luxury brand items 
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Increase Distribution Volume in  
Domestic Market 

 
Expand Overseas Distribution 

 

 Established a joint venture with a  major 
corporation in Singapore. Further expand 
distribution of used luxury brand items in 
Southeast Asia, centered on Singapore. 

 Distributing used luxury brand items to more 
than 50 buyers in Hong Kong. 

 
 Increase membership base and nationwide market 

share by targeting franchise chains that buy used 
products. 

 
 Transfer payment to successful sellers the day after 

auction, to facilitate highly liquid markets.  
 
 Started a shared inventory market of used luxury 

brand items. 

年 

(右軸) 

(左軸) 

(左軸) 

0

500

1,000

1,500

2,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

会員数 

出品数 

落札数 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

（Items） 

No. of  
members 
(right axis) 

No. of  
consigned 
units 
(left axis) 

No. of  
Sold items 
on auction 
(left axis) 

Scale of Auction Distribution Operations 

Year 



 

●Increase distribution volume with emphasis  
 on the sales rate. 
 
・Focus on listing models that have a high sales rate 
 

・Expansion of Depots (distribution centers) to major cities. 

 

●Increase distribution volume by enhancing  
 the logistics service. 
 
 ・Expansion of the distribution network area and  
  increase member acquisition  
 

 ・Strengthen logistics services to suit each member's needs. 
 

 ・Increase volume and improve profitability of potted flower gift business. 
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Other Information Distribution Business 
（Priority Initiatives） 

Used motorcycles 

Flowers 
（cut and potted） 



Ⅲ. Segment Information 
 

Automobile Business 
 

Digital Product Business 
 

Other Information Distribution Business 
 

New Businesses 



 Expand distribution in domestic auctions. 
 Distribution of automatic reception  
     and payment terminals  
     for medical clinics. (KIOSK) 

 
   

  Medical equipment 
distribution 
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Re-Marketing business 

Distribution of 
refurbished devices 

Connected vehicle fleet 
management  

 Distribution service for refurbished 
used smartphones, etc. 

Real estate-related 
business 

 Internet-based fleet 
management system. 
 

 Liquidation services for surplus 
inventories from e-commerce 
businesses.  

 Property information matching 
service for the hospitality 
industry. 
 

New Businesses（Priority Initiatives） 



Expansion of new business , particularly in South East Asia 
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Malaysia 
●Used vehicle inspection 
●KITARO business 

AUCNET USA,LLC. 

AUCNET INC. 

AUCNET HK Ltd 

China 
●Used vehicle inspection 
●Used smartphones business 
●Flower (cut and potted)business 

India 
●Used medical 

equipment business Singapore 
●Used luxury brand 

item business 

AIS China 

Hong Kong 
●Used smartphones business 
●Used luxury brand item business 
●Flower (cut and potted)business 

Cambodia 
●Used motorcycles business 

USA 
●Used smartphones business 

USA 
●Used luxury brand 

item business 

Implement a Global Strategy  



Growth Roadmap 
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N
ew

 business 
fields 

Existing business fields 

Japan Overseas 

6 Business Solutions 
Expand existing 
business fields 
and solutions 

overseas, 
focusing on Asia. 

Expand into new 
business fields 

 

INNOVATION 
Launch fundamentally different 

approaches, products, services and 
businesses to address the issues and 
needs of new and existing customers. 

 

× 

Distribution  
Business Areas 

①IT Auction Business Solutions 
②Inspection and Evaluation Business 
③Industry Network Business 
④Financial Services Business 
⑤BPO Support Business 
⑥IT Platform Provision Business 



Ⅳ. Forecast of Consolidated Results  
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（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 － 81.25 Yen － +14.28 Yen 

Dividend per 
share 26.00 Yen － 26.00 Yen － 0.00 Yen 

Year ending December 31, 2018  
Forecast of Consolidated Results 

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



32 Copyright © 2018 AUCNET INC. All rights reserved. 

Shaping the Future of Commerce 
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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