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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 18,856 ― 1,059 ― 977 ― 836 ―
20年3月期第2四半期 20,951 7.7 922 10.0 825 16.9 420 △24.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 24.31 24.29
20年3月期第2四半期 13.51 13.34

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 28,281 12,276 40.7 333.07
20年3月期 31,041 11,875 36.0 325.36

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,511百万円 20年3月期  11,155百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 41,000 △4.9 2,400 18.3 2,200 18.9 2,000 71.0 57.99

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

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

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

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号）及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。 
また、「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
(2) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  34,570,051株 20年3月期  34,367,051株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,441株 20年3月期  79,739株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  34,418,112株 20年3月期第2四半期  31,099,625株
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当第２四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）におけるわが国経済は、エネルギーや原
材料の価格高に加え、米国大手証券会社の破綻等、海外経済の急速な悪化による輸出の鈍化等が企業
収益や個人消費を圧迫し、景気は減速、さらには停滞基調で推移しました。  
当社が属するＩＴ（情報技術）サービス産業においては、ユーザー企業のＩＴ投資は、第１四半期に
おいては総じて底堅く推移しておりましたが、第２四半期以降は、サブプライムローン問題の影響等
から、ＩＴ投資を絞り込む企業が徐々に増加し、企業のＩＴ投資は減速基調へ転じました。  
 
このような環境の中で、当社は、当期を初年度とする３ヵ年の「新生カテナ中期経営計画」をスター
トさせました。 
当期においては、「選択と集中」および「利益重視」の経営方針のもとで、当社の最大の収益源であ
るシステム開発事業を中心とする既存事業の強化・拡大を図ることにより、足元の業績を固めるとと
もに、中期経営計画の重点施策である「人材の確保と育成・定着化」を図るための人材投資や、新規
事業である「サーバー基盤構築事業」への先行投資等、当社の今後の持続的成長を実現していくため
の施策を積極的に推進いたしました。  
その結果、当第２四半期累計期間における連結業績は、売上高18,856百万円（前年同期比 10.0%
減）、営業利益1,059百万円（同 14.9%増）、経常利益977百万円（同 18.5%増）、四半期純利益836
百万円（同 99.2%増）となり、２ケタの利益成長を達成することができました。  
 
売上・利益における主な増減要因は以下のとおりであります。  
 
売上高は18,856百万円となり、前年同期に比べ2,094百万円（10.0%）の減少となりました。  
売上高の主な減少要因は、システム商品販売事業（法人顧客にパソコン・サーバー等のシステム商品
を販売する事業）において、利益重視、キャッシュ・フロー重視の観点から利益の取りにくい商品の
販売を意図的に減少させたこと、および前期において、インターネット通販事業や防災システム事業
等の不採算事業から撤退したことにより売上高が減少したこと等によるものであります。  
なお、中核事業のシステム開発事業は前年同期比358百万円（6.8%）の増加、また、同じく中核事業の
アウトソーシングサービス事業（システムの運用・保守やヘルプデスクを行っている事業）について
も同173百万円（7.2%）の増加となり、順調に推移しました。 
 
営業利益は、1,059百万円となり、前年同期に比べ137百万円（14.9%）の大幅な増加となりました。 
営業利益の主な増加要因は次のとおりであります。 
まず、システム開発事業において、前期からの人材の確保が順調に進んだことにより要員の充足がで
きたこと、一括受注案件において、プロジェクト管理の強化により開発生産性が大幅に向上したこ
と、および、中国オフショアの活用によりコストダウンが図れたこと等により、同事業の営業利益が
前年同期に比べ103百万円（14.9%）増加したこと。 
また、システム商品販売事業において、上述のとおり、利益重視の観点から、売上高は減少したもの
の、高付加価値商品の販売に注力したことにより、同事業の営業利益が同21百万円（9.4%）増加した
こと。 
さらに、前期において、前述の防災システム事業等の不採算事業から撤退したことにより、営業損益
が56百万円改善したこと等であります。 
 
経常利益は977百万円となり、前年同期に比べ152百万円（18.5%）の増加となりました。  
主な増加要因としては、持分法適用関連会社のカテナレンタルシステム株式会社が資産を評価減した
ことに伴い28百万円の持分法投資損失（前年同期は4百万円の利益）を計上したものの、上記のとお
り、営業利益が増加したこと、並びに、有利子負債を前年同期末に比べ2,427百万円（22.1%）削減し
たことにより支払利息が41百万円減少したこと等であります。  
  
 四半期純利益は836百万円となり、前年同期に比べ416百万円（99.2%）増と、ほぼ倍増しました。 
 この増加要因は、上記経常利益の増加要因に加え、当第２四半期末において、繰延税金資産の回収可
能性を判断した結果、評価性引当額を取り崩したことで、実質的に法人税等調整額（利益）が発生し
たことによるものであります。 

  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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(1) 資産、負債、純資産の状況に関する分析    

流動資産は、仕掛品が増加（273百万円）したものの、受取手形及び売掛金の減少（2,201百万円）や

商品の減少（333百万円）等により、前期末に比べ2,551百万円減少し、14,189百万円となりました。

また、固定資産は、「リース取引に関する会計基準」等の早期適用によるリース資産の増加（219百

万円）等がありましたが、投資有価証券の減少（415百万円）等により、前期末に比べ208百万円減少

し、14,092百万円となりました。 

この結果、当第２四半期末の資産合計は前期末に比べ2,759百万円減少し、28,281百万円となりまし

た。 

  

流動負債は、短期借入金が増加(1,178百万円）したものの、買掛金の減少（1,983百万円）や１年以

内返済予定の長期借入金の減少（1,880百万円）等により、前期末に比べ2,740百万円減少し、11,314

百万円となりました。 

また、固定負債は長期借入金の減少（500百万円）等により、前期末に比べ420百万円減少し、4,690

百万円となりました。 

この結果、当第２四半期末の負債合計は前期末に比べ3,160百万円減少し、16,005百万円となりまし

た。  

  

純資産は配当金の支払い（240百万円）やその他有価証券評価差額金の減少（293百万円）等がありま

したが、新株の発行による増加（40百万円）や四半期純利益の計上（836百万円）等による増加によ

り、前期末に比べ401百万円増加し、12,276百万円となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析  

  当第２四半期累計期間における連結キャッシュ・フローは、以下の通りであります。  

 
  

税金等調整前四半期純利益（974百万円）や売上債権の減少（2,124百万円）等のプラス項目が、仕入

債務の減少（1,954百万円）等のマイナス項目を上回ったため、営業活動によるキャッシュ・フロー

は1,290百万円のプラスとなりました。  

なお、前年同期比では、533百万円の増加となりました。    

  

有形・無形固定資産の取得による支出（29百万円）等のマイナス項目が、関係会社株式の売却による

収入（15百万円）等のプラス項目を上回ったため、投資活動によるキャッシュ・フローは14百万円の

マイナスとなりました。 

なお、前年同期比では、28百万円の増加となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

[資産の部]

[負債の部]

[純資産の部]

(単位：百万円)

前第２四半期累計 当第２四半期累計

 営業活動によるキャッシュ・フロー 756 1,290

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 43 △ 14

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 996 △ 1,535

 現金及び現金同等物の増減額 △ 282 △ 259

 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,553 4,653

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

[投資活動によるキャッシュ・フロー]
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長期借入金の返済による支出（2,580百万円）や配当金の支払い（240百万円）等のマイナス項目が、

短期借入金の純増額（1,178百万円）等のプラス項目を上回ったため、財務活動によるキャッシュ・

フローは1,535百万円のマイナスとなりました。 

なお、前年同期比では、539百万円の減少となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,653百万円となり、前期末に比べ

259百万円の減少となりました。 

  

下期（平成20年10月１日～平成21年3月31日）においては、米国発の金融危機が世界の実体経済に影響

を及ぼし始めており、世界同時不況の懸念が現実味を増しつつありますが、輸出依存度の高いわが国

経済もその影響を受けて、景気後退色を一層強めていくことが予想されます。 

当社が属するＩＴ（情報技術）サービス産業においても、企業のＩＴ投資は抑制方針に転じていく企

業が増加するものと思われ、当分の間ＩＴ投資は減速基調で推移するものと考えられます。 

こうした厳しい経営環境の中で、当社としては、「選択と集中」および「利益重視」の経営方針のも

とで、当社の強みであるシステム開発事業やアウトソーシングサービス事業を中心とする既存事業を

さらに強化・拡大していくことにより、平成20年5月14日に公表いたしました下記の業績予想数値の必

達を期してまいります。 

 
  

  

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年3月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） (単位：百万円)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 平成21年3月期(予想) 41,000 2,400 2,200 2,000

 平成20年3月期 43,129 2,029 1,849 1,169

増減額 △ 2,129 370 350 830

増減率 △ 4.9% 18.3% 18.9% 71.0%
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該当事項はありません。 

  

重要な事項はありません。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。   

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用  

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改

正））が平成20年4月1日以降開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。  

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリ

ース資産を計上する方法によっております。  

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に219百万円計上されてお

り、また、損益に与える影響はありません。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 4,915 5,058

  受取手形及び売掛金 7,161 9,363

  商品 569 903

  仕掛品 403 129

  繰延税金資産 784 868

  その他 364 427

  貸倒引当金 △8 △8

  流動資産合計 14,189 16,740

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 2,898 2,967

   土地 6,059 6,059

   その他（純額） 334 123

   有形固定資産合計 9,292 9,150

  無形固定資産

   ソフトウエア 68 74

   その他 48 49

   無形固定資産合計 117 124

  投資その他の資産

   投資有価証券 1,337 1,753

   長期貸付金 481 487

   繰延税金資産 3,026 2,834

   その他 487 606

   貸倒引当金 △650 △656

   投資その他の資産合計 4,682 5,025

  固定資産合計 14,092 14,300

 資産合計 28,281 31,041
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日)

負債の部

 流動負債

  買掛金 3,498 5,482

  短期借入金 3,661 2,483

  1年内返済予定の長期借入金 2,231 4,111

  1年内償還予定の社債 200 200

  未払法人税等 132 93

  賞与引当金 373 349

  その他 1,216 1,335

  流動負債合計 11,314 14,055

 固定負債

  社債 400 500

  長期借入金 2,089 2,590

  退職給付引当金 1,661 1,601

  役員退職慰労引当金 166 186

  その他 373 232

  固定負債合計 4,690 5,110

 負債合計 16,005 19,166

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,392 5,371

  資本剰余金 2,680 2,666

  利益剰余金 3,902 3,305

  自己株式 △2 △20

  株主資本合計 11,973 11,324

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △462 △168

  評価・換算差額等合計 △462 △168

 少数株主持分 765 719

 純資産合計 12,276 11,875

負債純資産合計 28,281 31,041
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

売上高 18,856

売上原価 16,484

売上総利益 2,372

販売費及び一般管理費 1,312

営業利益 1,059

営業外収益

 不動産賃貸料 158

 雑収入 32

 営業外収益合計 190

営業外費用

 支払利息 92

 不動産賃貸原価 69

 支払手数料 79

 雑損失 30

 営業外費用合計 272

経常利益 977

特別利益

 貸倒引当金戻入額 7

 その他 1

 特別利益合計 8

特別損失

 関係会社株式売却損 11

 特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 974

法人税、住民税及び事業税 106

法人税等調整額 △13

法人税等合計 92

少数株主利益 45

四半期純利益 836
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純利益 974

 減価償却費 152

 賞与引当金の増減額（△は減少） 24

 売上債権の増減額（△は増加） 2,124

 たな卸資産の増減額（△は増加） 53

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,954

 その他 61

 小計 1,436

 利息及び配当金の受取額 15

 利息の支払額 △ 95

 法人税等の支払額 △ 65

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資有価証券の売却による収入 14

 関係会社株式の売却による収入 15

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 29

 貸付金の回収による収入 8

 その他の支出 △ 37

 その他の収入 12

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,178

 長期借入金の借入れによる収入 200

 長期借入金の返済による支出 △ 2,580

 社債の償還による支出 △ 100

 株式の発行による収入 40

 配当金の支払額 △ 240

 自己株式の売却による収入 22

 その他 △ 54

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 259

現金及び現金同等物の期首残高 4,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,653
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

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

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年9月30日まで） 

該当事項はありません。 

  

 

 

 

 
  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） （単位：百万円）

システム 
開発事業

ア ウ ト
ソーシング 
サービス 

事業

システム
インテグ 

レーション 
事業

システム
商品 

販売事業
計

消去又は 
全社

連 結

 売 上 高

 (1)外部顧客に対する売上高 5,595 2,561 2,870 7,827 18,856 ― 18,856

 (2)セグメント間の内部売上高 ― 26 0 ― 26 (26) ―

計 5,595 2,587 2,871 7,827 18,882 (26) 18,856

売上構成比 (%) 29.7 13.7 15.2 41.5 100.1 (0.1) 100.0

 営業費用 4,800 2,209 2,750 7,580 17,341 455 17,797

 営業利益 795 378 120 246 1,541 (482) 1,059

 営業利益率 (%) 14.2 14.6 4.2 3.2 8.2 ― 5.6

（注）１ 事業区分の方法

    サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

   ２ 各区分の主な事業内容

    システム開発事業       … システムコンサルティング、 

                      サービスシステム設計・開発・保守

    アウトソーシングサービス事業 … コンピュータシステム・ネットワークの保守・運用・ 

                      監視、ヘルプデスク、ユーザーサポート、データ入力

    システムインテグレーション事業… ネットワークコンサルティング・構築サービス、 

                      企業向けシステム構築サービス、POSシステム構築

    システム商品販売事業     … 法人顧客及びSI/VAR向けIT関連商品の販売

【所在地別セグメント情報】

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）
 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項は 

  ありません。

【海外売上高】

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）

 海外売上高が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

カテナ㈱(9815) 平成21年３月期 第２四半期決算短信

10



 
(1)中間連結損益計算書 

「参考」

【前年同四半期に係る財務諸表等】

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円) 百分比（％）

売上高 20,951 100.0

売上原価 18,763 89.6

   売上総利益 2,187 10.4

販売費及び一般管理費 1,265 6.0

   営業利益 922 4.4

営業外収益

 不動産賃貸料 164

 雑収入 34

  営業外収益合計 198 0.9

営業外費用

 支払利息 134

 賃貸原価 78

 支払手数料 76

 雑損失 6

  営業外費用合計 296 1.4

   経常利益 825 3.9

特別利益

 役員退職慰労引当金戻入益 4

 その他 4

  特別利益合計 8 0.1

特別損失

 ソフトウェア臨時償却費 10

 貸倒引当金繰入額 15

  特別損失合計 26 0.1

税金等調整前中間純利益 807 3.9

法人税、住民税及び事業税 79 0.4

法人税等調整額 267 1.3

少数株主利益 40 0.2

中間純利益 420 2.0
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書
前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区 分 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 807

  減価償却費 117

  賞与引当金の増減額（△は減少） 37

  売上債権の増減額（△は増加） 646

  たな卸資産の増減額（△は増加） △ 235

  仕入債務の増減額（△は減少） △ 456

  その他 112

 小 計 1,029

  利息及び配当金の受取額 13

  利息の支払額 △ 134

  法人税等の支払額 △ 152

 営業活動によるキャッシュ・フロー 756

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資有価証券の売却による収入 306

  関係会社株式の取得による支出 △ 294

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 54

  貸付金の回収による収入 2

  その他の支出 △ 17

  その他の収入 12

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 43

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額（△は減少） 515

  長期借入金の借入れによる収入 1,500

  長期借入金の返済による支出 △ 2,763

  社債の償還による支出 △ 100

  株式の発行による収入 11

  配当金の支払額 △ 155

  自己株式の売却による収入 0

  その他 △ 3

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 996

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 282

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 3,836

Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末残高 3,553
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【前年同四半期に係る事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） （単位：百万円）

システム 
開発事業

ア ウ ト
ソーシング
サービス 

事業

システム
インテグ 

レーション 
事業

Lyee
事業

システム
商品 

販売事業
計

消去又は 
全社

連 結

 売 上 高

 (1)外部顧客に対する 
            売上高

5,237 2,391 2,852 30 10,438 20,951 ― 20,951

 (2)セグメント間の 
         内部売上高

― 23 1 ― 0 24 (24) ―

計 5,237 2,414 2,854 30 10,438 20,975 (24) 20,951

売上構成比 (%) 25.0 11.5 13.6 0.2 49.8 100.1 (0.1) 100.0

 営業費用 4,545 2,010 2,795 46 10,212 19,611 416 20,028

 営業利益(又は営業損失) 691 403 58 (15) 225 1,363 (441) 922

 営業利益率 (%) 13.2 16.7 2.0 (51.7) 2.2 6.5 ― 4.4
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