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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 8,714 ― 140 ― 138 ― 23 ―
20年3月期第2四半期 8,565 7.6 351 7.2 337 5.8 128 21.7

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 4.51 ―
20年3月期第2四半期 25.21 ―

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 6,717 2,241 29.1 383.47
20年3月期 6,596 2,420 31.6 408.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,955百万円 20年3月期  2,084百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,850 4.1 340 △44.0 300 △48.0 30 △85.6 5.88

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  無  

(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、４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 
・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。 
・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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  5,100,000株 20年3月期  5,100,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  5,100,000株 20年3月期第2四半期  5,100,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油や穀物価格の高騰による物価上昇や米国のサブ

プライムローン問題に端を発した世界的な金融不安など、景気の先行き不透明感は一層増して参りまし

た。 

外食産業におきましても、個人所得の伸び悩みに加え、食の安全・安心を脅かす食品偽装問題等によ

り、消費者の生活防衛意識が強まる一方、原材料費、物流費及び人件費等の上昇により、経営環境は一段

と厳しさを増しております。 

このような状況の下、当社グループは、国内におきましては、直営店舗の新規出店を抑制し、店舗の改

装等による既存店舗の活性化を図るとともに、フランチャイズ（ＦＣ）事業の拡大に注力して参りまし

た。また、海外におきましては、タイ王国及び台湾における事業展開に鋭意取組むとともに、インドネシ

ア共和国における海外ＦＣ展開をスタートさせ、香港における事業展開の準備も進めて参りました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,714百万円となりましたが、原材料費

及び物流費の上昇に加え、店舗に係る人件費を主なものとする販管費の上昇により、営業利益140百万

円、経常利益138百万円となり、国内における既存店舗の改装等に係る固定資産除却損40百万円及び店舗

閉鎖損失引当金繰入額10百万円を特別損失に計上したため、四半期純利益は23百万円となりました。 

  

（事業の種類別セグメントの業績） 

① 飲食事業 

飲食事業は、徹底した品質の向上と、安全・安心でお値打ち感の高い商品の提供に注力するとともに、

外食企業として、食と健康に関する知識の取得を目指し、全社的な「食育」への取組みをスタート致しま

した。 

店舗展開につきましては、国内においては、直営店２店舗（おとや熱海店、ロックタウン山梨中央店）

の新規出店と、ＦＣ店２店舗（ＵＮＩＭＯちはら台店、阪奈菅原店）の譲受けがありましたが、直営既存

店５店舗（ビビットスクエア南船橋店、小田急町田北口店、羽村店、青山学院大学前店、上野中通り店）

を閉店しております。 

海外展開につきましては、 BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.（連結子会社）が、タイ王国バンコ

ク市内に１店舗（ラチャヨーティン店）を新規に出店し、また、台灣大戸屋股份有限公司（連結子会社）

が、高雄市内に１店舗（高雄大遠百店）及び台北市内に１店舗（微風台北車站店）を新規に出店しており

ます。更に、香港大戸屋有限公司（連結子会社）は、香港における第１号店の出店準備に取組んで参りま

した。 

これにより、当第２四半期連結会計期間末における飲食事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」

125店舗、「おおとや厨房」２店舗、「おとや」２店舗、「OOTOYA's Kitchen」１店舗、「海外店舗」20

店舗（タイ王国12店舗、台湾８店舗）の総計150店舗となりました。 

以上の結果、飲食事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は7,117百万円、営業利益は220百万円とな

りました。 

  

② フランチャイズ事業 

フランチャイズ事業は、「大戸屋ごはん処」９店舗（イオン読谷ショッピングセンター店、富士吉田

店、松前店、センター南駅前ａｕｎｅ店、笹塚駅前店、ゆめタウン出雲店、北見店、福井店、松江サティ

・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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店）の新規出店と４店舗（岐阜美濃加茂店、各務原店、清田店、豊岡店）の閉店に加え、上記の通り２

店舗の譲渡があったため、当第２四半期連結会計期間末におけるフランチャイズ事業に係る稼働店舗数は

「大戸屋ごはん処」79店舗となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間において、インドネシア共和国におけるフランチャイズ事業として、

６月に第１号店（スナヤンシティ店）がオープン致しました。 

以上の結果、フランチャイズ事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は1,597百万円、営業利益は143

百万円となりました。 

  

（所在地別セグメントの業績） 

① 日本 

日本においては、直営店２店舗の新規出店とＦＣ店２店舗の譲受けに対し、直営既存店５店舗の閉店が

ありましたが、フランチャイズ加盟店舗の増加によるロイヤルティ収入等が増加したため、日本における

売上高は7,910百万円、営業利益は430百万円となりました。 

  

② アジア 

アジアにおいては、タイ王国１店舗及び台湾２店舗の新規出店があったことに加え、既存店舗の売上高

が増加したため、アジアにおける売上高は803百万円、営業損失は6百万円となりました。 

  

  

(資産)  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、現金及び預金1,098百万円を主なものとして1,989百万円

（前連結会計年度末比1.1％増）、また、固定資産は、店舗等の有形固定資産2,905百万円及び敷金及び保

証金1,387百万円を主なものとして4,727百万円（同2.1％増）であり、資産合計では6,717百万円（同

1.8％増）となりました。 

  

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、借入金2,231百万円、買掛金585百万円及び未払金514百万

円を主なものとして3,630百万円（前連結会計年度末比5.6％増）、固定負債は、長期借入金395百万円を

主なものとして845百万円（同14.4％増）であり、負債合計では4,475百万円（同7.2％増）となりまし

た。 

  

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は2,241百万円となり、自己資本比率は29.1％となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

－ 3 －

㈱大戸屋（2705） 平成21年３月期 第２四半期決算短信



下半期の経営環境は、原油価格の不安定な変動や原材料費の高騰と、金融市場の混乱や為替変動等が、

堅調に推移していた企業業績に大きく影響するものと思われ、また、個人消費につきましても、景況感が

不透明な中にあって生活防衛意識が高まり、一層の減退が予想されることに加え、食の安全・安心を脅か

す事件や事故が相次ぐ中、外食に対する消費回復にも大きな期待はできない状況にあります。  

 かかる状況を踏まえ、通期の連結業績見通しにつきましては、一層の企業努力を図り、既存店舗の改装

等による収益性の向上に努めて参りますが、消費低迷による売上高の減少と原価及び販管費の上昇等を見

込み、売上高17,850百万円（前期比4.1％増）、営業利益340百万円（同44.0％減）、経常利益300百万円

（同48.0％減）、当期純利益30百万円（同85.6％減）となる見通しであります。  

  

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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当連結会計年度より「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)を適用しております。 

③当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)

を早期適用しております。 

④当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

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 1,098,811 1,110,806

売掛金 308,720 321,123

原材料及び貯蔵品 45,436 41,460

その他 547,514 494,760

貸倒引当金 △10,801 －

流動資産合計 1,989,680 1,968,150

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,373,573 2,412,828

その他（純額） 531,815 375,920

有形固定資産合計 2,905,388 2,788,748

無形固定資産

のれん 10,135 12,850

その他 54,698 38,901

無形固定資産合計 64,833 51,752

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,387,195 1,418,347

その他 370,016 369,938

投資その他の資産合計 1,757,212 1,788,285

固定資産合計 4,727,434 4,628,786

資産合計 6,717,115 6,596,936

負債の部

流動負債

買掛金 585,895 610,373

短期借入金 1,656,000 1,330,000

1年内返済予定の長期借入金 575,446 585,836

未払金 514,959 543,549

未払法人税等 34,508 89,861

賞与引当金 27,869 19,394

店舗閉鎖損失引当金 29,596 61,691

その他 206,492 197,216

流動負債合計 3,630,768 3,437,922

固定負債

長期借入金 395,620 344,844

退職給付引当金 131,469 125,521

負ののれん 18,353 20,647

その他 299,618 247,453

固定負債合計 845,061 738,467

負債合計 4,475,829 4,176,389
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（単位：千円） 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 467,200 467,200 

資本剰余金 385,400 385,400 

利益剰余金 1,126,841 1,205,840 

株主資本合計 1,979,441 2,058,440 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 △23,741 26,413 

評価・換算差額等合計 △23,741 26,413 

少数株主持分 285,585 335,692 

純資産合計 2,241,285 2,420,546 

負債純資産合計 6,717,115 6,596,936 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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 8,714,870 

売上原価 3,289,807 

売上総利益 5,425,062 

販売費及び一般管理費 5,284,761 

営業利益 140,301 

営業外収益 

受取利息 1,588 

受取配当金 1 

協賛金収入 12,119 

その他 12,632 

営業外収益合計 26,340 

営業外費用 

支払利息 27,382 

持分法による投資損失 328 

営業外費用合計 27,711 

経常利益 138,930 

特別損失 

固定資産除却損 40,291 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 10,005 

その他 2,366 

特別損失合計 52,664 

税金等調整前四半期純利益 86,266 

法人税、住民税及び事業税 21,171 

法人税等調整額 36,980 

法人税等合計 58,152 

少数株主利益 5,112 

四半期純利益 23,000 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第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 86,266 

減価償却費 244,100 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,801 

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,566 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △32,094 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,947 

受取利息及び受取配当金 △1,589 

支払利息 27,382 

持分法による投資損益（△は益） 328 

固定資産売却損益（△は益） 25 

固定資産除却損 31,375 

売上債権の増減額（△は増加） 12,402 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,735 

前払費用の増減額（△は増加） △47,082 

未収入金の増減額（△は増加） 401 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,255 

未払金の増減額（△は減少） △46,601 

未払費用の増減額（△は減少） △23,441 

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,626 

その他 △4,389 

小計 264,035 

利息及び配当金の受取額 1,451 

利息の支払額 △28,557 

法人税等の支払額 △75,604 

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,325 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

貸付けによる支出 △9,988 

貸付金の回収による収入 6,962 

有形固定資産の取得による支出 △383,022 

有形固定資産の売却による収入 49 

無形固定資産の取得による支出 △3,453 

長期前払費用の取得による支出 △19,577 

敷金及び保証金の差入による支出 △34,318 

敷金及び保証金の回収による収入 20,822 

その他 △5,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,125 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,700,000 

短期借入金の返済による支出 △1,374,000 

長期借入れによる収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △350,668 

リース債務の返済による支出 △5,005 

配当金の支払額 △100,413 

財務活動によるキャッシュ・フロー 269,912 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,108 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,995 

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,806 

現金及び現金同等物の四半期末残高 994,811 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 飲食事業・・・・・・・・・・一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業 

(2) フランチャイズ事業・・・・・フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業 

  

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） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア・・・・・タイ王国、台湾、香港 

  

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) 

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。 

  

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】

飲食事業
(千円)

フランチャイズ
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 7,117,500 1,597,369 8,714,870 ― 8,714,870

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,117,500 1,597,369 8,714,870 ― 8,714,870

営業利益 220,135 143,522 363,657 (223,355) 140,301

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 7,910,874 803,995 8,714,870 ― 8,714,870

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

113,720 ― 113,720 (113,720) ―

計 8,024,594 803,995 8,828,590 (113,720) 8,714,870

営業利益又は営業損失（△） 430,766 △6,407 424,359 (284,057) 140,301

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

 
  

【参考】

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(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,565,813 100.0

Ⅱ 売上原価 3,091,132 36.1

   売上総利益 5,474,680 63.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,122,844 59.8

   営業利益 351,835 4.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,498

 ２ 取引先協賛金 10,864

 ３ 為替差益 ―

 ４ 業務受託収入 2,353

 ５ 雑収入 1,407 16,123 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 24,601

 ２ 持分法投資損失 2,390

 ３ 為替差損 3,089

 ４ 雑損失 828 30,909 0.4

   経常利益 337,049 3.9

Ⅵ 特別利益

 １ 店舗売却益 22,174

 ２ 固定資産売却益 1,428

 ３ 閉店損失引当金戻入益 4,046

 ４ 受取店舗立退料 ―

 ５ 持分変動利益 ― 27,650 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 24,208

 ２ 固定資産売却損 50

 ３ 閉店損失 ―

 ４ 閉店損失引当金繰入額 ―

 ５ 減損損失 102,657

 ６ 解約違約金 ― 126,916 1.5

   税金等調整前中間純利益 237,782 2.7

   法人税、住民税及び事業税 136,767

   法人税等調整額 △38,027 98,740 1.1

   少数株主利益 10,473 0.1

   中間純利益 128,569 1.5
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前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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 237,782

 ２ 減価償却費 216,153

 ３ 賞与引当金の増減額 6,639

 ４ 閉店損失引当金の増減額 △15,240

 ５ 退職給付引当金の増減額 4,677

 ６ 受取利息及び受取配当金 △1,499

 ７ 支払利息 24,601

 ８ 持分法投資損失 2,390

 ９ 持分変動利益 ―

 10 受取店舗立退料 ―

 11 店舗売却益 △22,174

 12 固定資産売却益 △1,428

 13 固定資産除却損 18,559

 14 固定資産売却損 50

 15 減損損失 102,657

 16 売上債権の増減額 △28,673

 17 たな卸資産の増減額 298

 18 前払費用の増減額 △26,518

 19 未収入金の増減額 △23,515

 20 仕入債務の増減額 △30,106

 21 未払金の増減額 △46,187

 22 未払費用の増減額 △10,131

 23 未払消費税等の増減額 3,150

 24 役員賞与の支払額 ―

 25 その他 77,705

    小計 489,190

 26 利息及び配当金の受取額 1,300

 27 利息の支払額 △26,712

 28  法人税等の支払額 △208,270

   営業活動によるキャッシュ・フロー 255,507

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 貸付金の増加による支出 △625

 ２ 貸付金の回収による収入 5,794

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △401,822

 ４ 有形固定資産の売却による収入 43,577

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △16,199

 ６ 長期前払費用の取得による支出 △13,950

 ７ 敷金及び保証金の増加による支出 △48,391

 ８ その他 34,371

   投資活動によるキャッシュ・フロー △397,244

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 2,180,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △1,862,000

 ３ 長期借入れによる収入 441,268

 ４ 長期借入金の返済による支出 △404,038

 ５ 割賦債務の返済による支出 △1,456

 ６ 配当金の支払額 △100,970

 ７ 少数株主からの払込みによる収入 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー 252,802

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 21,240

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 132,305

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,129,664

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,261,970
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セグメント情報 

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） 

 
 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な製品 

   (1) 飲食事業 ・・・・・・・・・・ 一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業 

   (2) フランチャイズ事業 ・・・・・ フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業 

 ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（215,521千円）の主なものは、 

   当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

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。 

【事業の種類別セグメント情報】

飲食事業
（千円）

フランチャイ
ズ事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,053,527 1,512,285 8,565,813 ― 8,565,813
 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,053,527 1,512,285 8,565,813 ― 8,565,813

営業費用 6,696,226 1,302,229 7,998,455 215,521 8,213,977

営業利益 357,301 210,056 567,357 (215,521) 351,835

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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