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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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12月期第2四半期 55,845 ― 15,611 ― 15,558 ― 8,697 ―

20年12月期第2四半期 56,089 22.1 1,009 △78.5 822 △81.9 451 △82.5

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12月期第2四半期 116.46 ―

20年12月期第2四半期 5.93 ―

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12月期第2四半期 115,295 54,084 40.8 632.55
20年12月期 114,958 44,698 34.0 513.48

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  47,083百万円 20年12月期  39,098百万円

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12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年12月期 ― 4.00

21年12月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 99,900 △11.2 12,890 ― 12,630 ― 6,680 ― 89.60
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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、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。］ 

(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 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  なお、最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年２月10日公表の決算短信に記載した平成21年12月期（平成21年１月１日～平成21年12月31日）の業績
予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日平成21年８月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」及び４ページ【定性的情報・財務諸表
等】 ３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
  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。このため、平成21年12月期
第２四半期の連結経営成績（累計）に係る前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 76,192,950株 20年12月期  76,192,950株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,759,452株 20年12月期  48,634株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 74,672,609株 20年12月期第2四半期 76,148,011株
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（参考） 個別業績予想　

 平成21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日）　

（％表示は対前期増減率）

　 　　　　  売   上   高 　　　　営　業　利　益 　　経　常　利　益 　　当　期　純　利　益
1株当たり

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　　銭

通　 期 86,050 △ 11.0 5,680 - 5,540 - 3,680 - 48.32
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：　有
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【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 

当第２四半期(平成21年１月～６月)は、ガス販売量が景気後退による工業用需要の減退等の影

響を受けて減少した一方で、原料費調整制度のタイムラグにより前期の原料価格上昇が当期のガ

ス販売単価に反映されてガス売上は増収となりましたが、ＬＰＧ販売量も減少したことなどから、

売上高全体では前年同期に比べ２億円減の558億円となりました。 

一方、売上原価は、原料使用量の減少や原料価格の低下により減少したことなどから、営業利

益は同146億円増の156億円、経常利益は同147億円増の155億円、四半期純利益は同82億円増の86

億円となりました。 

（注）前年同四半期との比較は参考として記載しています。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は、ＬＮＧ価格の低下等により原料在庫金額が大幅に減少しま

したが、袖師基地第３期拡張工事やガス導管網の拡張・整備、並びに基幹系システムの再構築な

どの設備投資を行ったことなどにより、平成20年12月期末と比較して３億円増の1,152億円とな

りました。 

負債は、ＬＮＧ価格の低下等により買掛金や短期借入金が減少し、全体で90億円減の612億円と

なりました。 

純資産は、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が増加したことなどにより93億円増の540

億円となり、自己資本比率は40.8％となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

売上高は、下期において、引き続く景気後退の影響によりガス販売量が減少し、また、原料費

調整制度によるガス販売価格の低下が想定されることなどから、前期に比べ11.2％減の999億円

となる見通しです。一方、売上原価は、原料使用量の減少や原料価格の低下により減少が見込ま

れるため、営業利益は128億円、経常利益は126億円、当期純利益は66億円となる見通しです。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

（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 

① 簡便な会計処理 

（イ）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を

算定しております。 
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（ロ）たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

（ハ）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（イ）税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益

（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

（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 

① 四半期連結財務諸表 

当連結会計年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年

３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（以下「四半期連結財務諸表規則」という）に従い四半期連結財務諸

表を作成しております。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（イ）たな卸資産 

たな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「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、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、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四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。 

これによる損益への影響はありません。 
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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21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 22,980,709 16,386,833

供給設備 36,009,158 37,137,201

業務設備 4,157,999 4,421,271

その他の設備 5,639,531 6,295,185

建設仮勘定 11,031,360 15,018,435

有形固定資産合計 79,818,759 79,258,927

無形固定資産 4,017,005 3,231,348

投資その他の資産   

投資有価証券 7,993,698 7,832,017

長期貸付金 2,379,455 2,516,100

繰延税金資産 2,038,117 1,992,517

その他投資 810,328 727,165

貸倒引当金 △313,665 △323,353

投資その他の資産合計 12,907,934 12,744,448

固定資産合計 96,743,699 95,234,723

流動資産   

現金及び預金 3,093,834 725,645

受取手形及び売掛金 7,510,887 9,224,826

商品及び製品 214,046 282,836

原材料及び貯蔵品 2,397,517 7,135,649

繰延税金資産 1,483,830 1,380,264

その他流動資産 3,862,183 939,276

貸倒引当金 △57,463 △58,731

流動資産合計 18,504,836 19,629,768

繰延資産   

開発費 46,945 93,890

繰延資産合計 46,945 93,890

資産合計 115,295,481 114,958,382
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

長期借入金 35,352,620 35,492,901

繰延税金負債 17,269 －

退職給付引当金 2,987,026 3,599,364

ガスホルダー修繕引当金 226,874 209,760

負ののれん 1,058,842 －

その他固定負債 783,743 278,943

固定負債合計 40,426,375 39,580,969

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 6,492,319 7,418,233

買掛金 3,116,280 10,421,140

短期借入金 114,600 7,795,436

未払金 2,947,291 1,697,757

未払法人税等 5,882,045 1,157,978

賞与引当金 445,054 434,956

その他流動負債 1,729,193 1,638,432

流動負債合計 20,726,784 30,563,935

引当金   

ガス熱量変更引当金 57,409 114,819

引当金合計 57,409 114,819

負債合計 61,210,570 70,259,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,279,147 6,279,147

資本剰余金 4,098,961 4,098,961

利益剰余金 34,640,223 26,166,354

自己株式 △327,026 △25,131

株主資本合計 44,691,305 36,519,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,391,896 2,576,378

繰延ヘッジ損益 － 3,068

評価・換算差額等合計 2,391,896 2,579,447

少数株主持分 7,001,709 5,599,878

純資産合計 54,084,911 44,698,658

負債純資産合計 115,295,481 114,958,382
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 55,845,474

売上原価 28,047,537

売上総利益 27,797,936

供給販売費及び一般管理費 12,186,366

営業利益 15,611,569

営業外収益  

受取利息 32,372

受取配当金 88,370

負ののれん償却額 100,283

雑収入 127,428

営業外収益合計 348,455

営業外費用  

支払利息 392,036

雑支出 9,300

営業外費用合計 401,337

経常利益 15,558,688

特別利益  

ガス熱量変更引当金取崩し 57,409

特別利益合計 57,409

特別損失  

退職給付制度改定損 261,962

特別損失合計 261,962

税金等調整前四半期純利益 15,354,135

法人税等 5,268,021

少数株主利益 1,389,102

四半期純利益 8,697,011
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 15,354,135

減価償却費 5,750,189

長期前払費用償却額 1,310

繰延資産償却額 46,945

負ののれん償却額 △100,283

有形固定資産除却損 202,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,955

退職給付引当金の増減額（△は減少） △632,285

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） 17,114

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,374

ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） △57,409

受取利息及び受取配当金 △120,743

支払利息 392,036

売上債権の増減額（△は増加） 1,727,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,811,306

仕入債務の増減額（△は減少） △7,346,347

未払消費税等の増減額（△は減少） 968,553

その他 321,315

小計 21,332,980

利息及び配当金の受取額 121,905

利息の支払額 △401,734

法人税等の支払額 △512,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,540,611

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △17,337

定期預金の払戻による収入 136,086

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,480,510

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,646

投資有価証券の取得による支出 △335,696

貸付金の回収による収入 136,645

工事負担金等受入による収入 206,852

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

628,610

その他 △1,875,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,594,895
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △7,680,836

長期借入れによる収入 2,900,000

長期借入金の返済による支出 △3,966,195

配当金の支払額 △221,479

少数株主への配当金の支払額 △10,145

その他 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,978,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,966,937

現金及び現金同等物の期首残高 698,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,665,896
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（４） 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（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(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

（単位：千円）

ガス
ＬＰＧ・その
他エネルギー

その他 計
消去又
は全社

連結

(１)外部顧客に
　　対する売上高

46,916,724 5,328,174 3,600,575 55,845,474 － 　 55,845,474 

(２)セグメント間の
　　内部売上高又は
  　振替高

270,291 128,735 2,859,111 3,258,138 （ 3,258,138 ） － 

47,187,016 5,456,909 6,459,686 59,103,613 （ 3,258,138 ） 55,845,474 

16,801,635 774,885 △ 107,044 17,469,476 （ 1,857,906 ） 15,611,569 

　　〔所在地別セグメント情報〕

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当する事項はありません。

　　〔海外売上高〕

　　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。

　売上高

計

　営業利益又は
　営業損失(△)

　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。このため、前年同四半期に係る数値は四半期連結財務諸表に併記せ
ず、「参考資料」として前中間期に作成した連結財務諸表等を12ページ以降に記載しております。
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「参考資料」

　前年同四半期に係る連結財務諸表等

　(1)中間連結損益計算書

(単位：千円)

期別　 前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

　科目   至 平成20年６月30日)

Ⅰ　売上高 56,089,402 

Ⅱ　売上原価 43,220,487 

　　　売上総利益 12,868,914 

Ⅲ　供給販売費及び一般管理費 11,859,710 

　　　営業利益 1,009,204 

Ⅳ　営業外収益 260,672 

　１　受取利息 35,786 

　２　受取配当金 93,594 

　３　負ののれん償却額 1,951 

　４　その他営業外収益 129,340 

Ⅴ　営業外費用 447,599 

　１　支払利息 399,032 

　２　その他営業外費用 48,567 

　　　経常利益 822,278 

Ⅵ　特別利益 77,989 

　１　ガス熱量変更引当金取崩し 33,331 

　２　投資有価証券売却益 44 

　３　リース利益分配金 44,613 

Ⅶ　特別損失 1,408 

　１　固定資産売却損 1,408 

　　　税金等調整前中間純利益 898,860 

　　　法人税、住民税及び事業税 470,031 

　　　法人税等調整額 △ 144,805 

　　　少数株主利益 121,995 

　　　中間純利益 451,639 
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　(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

期別　 前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

　科目   至 平成20年６月30日)

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 898,860 

　　　減価償却費 5,350,211 

　　　長期前払費用の償却費 7,662 

　　　繰延資産の償却費 66,663 

　　　有形固定資産除却損 46,608 

　　　負ののれん償却額 △ 1,951 

　　　貸倒引当金の増減(△)額 31,477 

　　　退職給付引当金の増減(△)額 △ 147,737 

　　　役員退職慰労引当金の増減(△)額 △ 25,199 

　　　ガスホルダー修繕引当金の増減(△)額 17,114 

　　　賞与引当金の増減(△)額 9,764 

　　　ガス熱量変更引当金の増減(△)額 △ 33,331 

　　　受取利息及び受取配当金 △ 129,380 

　　　支払利息 399,032 

　　　有形固定資産売却損益(△) 1,408 

　　　投資有価証券売却損益(△) △ 44 

　　　売上債権の増(△)減額 △ 502,732 

　　　たな卸資産の増(△)減額 △ 851,207 

　　　仕入債務の増減(△)額 788,352 

　　　未払(未収)消費税等の増減(△)額 16,859 

　　　その他 135,691 

　　　　小計 6,078,120 

　　　利息及び配当金の受取額 129,472 

　　　利息の支払額 △ 403,552 

　　　法人税等の支払額 △ 317,846 

　　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,486,193 
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(単位：千円)

期別　 前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

　科目   至 平成20年６月30日)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △ 36,673 

　　　定期預金の払戻による収入 56,660 

　　　有形・無形固定資産の取得による支出 △ 6,943,700 

　　　有形・無形固定資産の売却による収入 16,863 

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 171,880 

　　　投資有価証券の売却等による収入 7,800 

　　　貸付金の回収による収入 348,515 

　　　工事負担金等受入れによる収入 288,875 

　　　その他 427,348 

　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,006,191 

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 △ 150,385 

　　　長期借入れによる収入 5,910,000 

　　　長期借入金の返済による支出 △ 4,884,798 

　　　配当金の支払額 △ 301,912 

　　　少数株主への配当金の支払額 △ 6,053 

　　　その他 △ 714 

　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 566,135 

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減(△)額 46,138 

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,916,108 

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,962,246 
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　(3)セグメント情報

　　〔事業の種類別セグメント情報〕

　　前中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

（単位：千円）

消去

又は全社

　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

45,202,020 6,862,139 4,025,242 56,089,402 － 56,089,402 

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は
　　　振替高

218,267 271,273 3,196,151 3,685,692 （3,685,692） － 

　　　　　　　計 45,420,288 7,133,412 7,221,393 59,775,095 （3,685,692） 56,089,402 

　営業費用 43,253,239 6,705,832 7,371,203 57,330,275 （2,250,078） 55,080,197 

　営業利益又は
　営業損失（△）

2,167,048 427,580 △ 149,809 2,444,819 （1,435,614） 1,009,204 

　　〔所在地別セグメント情報〕

　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当する事項はありません。

　　〔海外売上高〕

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

連結その他 計ガス
ＬＰＧ・その他
エネルギー
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６．その他の情報 

（１） 四半期個別経営成績等の概況（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

 

（％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(当期）純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年 12 月期第２四半期 48,577 － 8,405 － 8,471 － 5,570 －

20年 12 月期第２四半期 47,610 24.5 △329 － △239 － △102 －

 

 総  資  産 純  資  産 

  百万円 百万円

21 年 12 月期第２四半期 89,037 31,828 

20 年 12 月期 94,275 26,668 

 

四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象となりません。四半期個別財務諸表は四半

期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

（２） ガス販売量（個別） 

 

 
当第２四半期 

（21/1～21/6）

前年同四半期 

（20/1～20/6）
増 減 増減率(％) 

需要家件数 戸 316,447 317,162 △715 △0.2

家庭用 千ｍ３ 53,657 55,971 △2,314 △4.1

商業用 〃 15,984 15,874 110 0.7

工業用 〃 285,514 352,267 △66,754 △18.9

その他用 〃 15,518 15,694 △176 △1.1

ガ

ス

販

売

量 卸売 〃 90,751 91,868 △1,116 △1.2

 合  計 〃 461,424 531,674 △70,250 △13.2

 大口販売量 〃 284,326 350,271 △65,946 △18.8

(注) １ 「期末需要家戸数」は、期末取付メーター数を記載しております。 

２ 「期末需要家戸数」には、卸売先の需要家数は含みません。 

３ 販売量は１ｍ３当たり45MJ換算し、表示単位未満を四捨五入して表示しております。 

－16－

静岡瓦斯㈱（9543）　平成21年度12月期　第２四半期決算短信


	09.6 1サマリー
	09.6 2個別業績
	09.6 3定性情報
	【定性的情報・財務諸表等】

	09.6 4連結財務諸表
	09.6 5セグメント
	09.6 6「参考」PL
	09.6 7「参考」CF
	09.6 8「参考」セグメント
	09.6 9個別その他 参考



