
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 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 ％ 

23年３月期第１四半期  20,103  15.5  △176  －  △74  －  △113  －

22年３月期第１四半期  17,408  △32.2  △11  －  92  △69.6  60  △59.3

  
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 

23年３月期第１四半期  △5  64  －      

22年３月期第１四半期  2  99  －      

  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 

23年３月期第１四半期  38,577  29,550  76.5  1,467  35

22年３月期  39,480  29,858  75.5  1,482  28

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 29,521百万円 22年３月期 29,823百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －        4 25 －      4 25  8  50

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  4 25 －      4 25  8  50

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  営業収益 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 

第２四半期（累計）  40,500  13.2  10  －  170  2.3  60  △42.4  2  98

通期  90,000  11.7  1,200  355.9  1,500  122.4  800  272.5  39  76



４．その他（詳細は、添付資料３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       －社 （社名）                   除外       －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間の予想を修正しております。詳

細につきましては、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

２．本資料に記載しております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。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 24,053,942株 22年３月期 24,053,942株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,934,748株 22年３月期 3,933,808株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 20,119,821株 22年３月期１Ｑ 20,121,273株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、製造業を中心に景気回復局面にあるものの、不安定な株価の動きやユーロ

圏でのソブリンリスクの拡大などが影響し、その勢いは次第に弱まってきております。内需につきましても、自律

的回復の動きは脆弱で、政策的テコ入れによっても雇用や所得の状況に改善の動きはほとんど見られませんでし

た。 

石油業界では、原油市況は一定の価格帯の中での値動きとなりましたが、需要が低迷する中で過当競争が続いた

ことから末端市況は低位に推移いたしました。建設業界では、住宅着工戸数などの指標に改善の兆しは見られず、

セメント・生コンクリートなど主要商品の需要は減少を続けております。 

こうした中、当社グループは、第三次中期経営計画に基づく経営の効率化と事業領域ごとでの拡販施策を推し進

め、経営基盤の強化を図りました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

産業エネルギーにおきましては、需要の低迷や競争の激化により市況が悪化いたしましたが、今期より東京支店

を開設するなど拠点配置を変更し、ホームセンター向け灯油、陸運業者向け軽油、工場など直需先向け重油やＬＰ

ガスの新規拡販活動を展開いたしました。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、99億２百万円となりました。 

建設資材におきましては、セメントメーカーや建材メーカーとの連携により、主要市場での積極的な物件受注営

業を展開し、既存販売先での販売量減少や物件の小型化に対処いたしました。また、生コンクリートにつきまして

は、前期からの契約残高積み上げにより販売量を大きく伸ばしております。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、68億５千１百万円となりました。 

生活サポートにおきましては、サービスステーション網の整備強化を行い、京都地区の１ヶ所で営業を休止する

など経営資源の集中に努めました。その結果、前年度までに投資した新設店舗やセルフ方式にリニューアルされた

店舗などでの拡販効果も加わって直営サービスステーションでのガソリン販売量は前年を上回りました。家庭用ガ

ス販売子会社では巡回訪問活動など地域密着営業を展開し、ＬＰガス販売量は前年を上回りました。 

以上により売上高（役務収益を含む）は、33億４千６百万円となりました。 

その結果、当社グループの第１四半期における売上高に役務収益を加えた営業収益は、生コンクリートの販売数

量増やエネルギー価格の上昇が寄与して201億３百万円（前年同期比15.5％増）となりましたが、産業エネルギーや

生活サポートの一部での市況悪化が影響して、営業損失は１億７千６百万円（前年同期は営業損失１千１百万

円）、経常損失は７千４百万円（前年同期は経常利益９千２百万円）となりました。また、資産除去債務に関する

会計基準の適用や減損損失の計上などにより、１億１千３百万円の四半期純損失（前年同期は四半期純利益６千万

円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資 産） 

 当第１四半期末における総資産は、385億７千７百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億３百万円の減少

となりました。主な要因は、「現金及び預金」が15億７千１百万円増加した一方で、「受取手形及び売掛金」が15

億３百万円、「工事未収金」が２億５千４百万円、「投資有価証券」が２億１千６百万円、「長期性預金」が３億

円それぞれ減少したことによるものであります。 

（負 債） 

 当第１四半期末における負債は、90億２千７百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億９千５百万円の減

少となりました。主な要因は、「資産除去債務」が２億１千４百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が

５億１千５百万円、「工事未払金」が１億５千５百万円、「前受金」が２億９百万円それぞれ減少したことによる

ものであります。 

（純資産） 

  当第１四半期末における純資産は、295億５千万円となり、前連結会計年度末と比較して３億８百万円の減少とな

りました。主な要因は、剰余金の配当８千６百万円と四半期純損失１億１千３百万円により「利益剰余金」が２億

円減少し、「その他有価証券評価差額金」が１億１百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は76.5％、１株当たり純資産は1,467円35銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、103億６千７百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して14億９千万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は12億３千６百万円（前年同四半期は１億８千万円の使用）となりました。主な増

加要因は、売上債権の減少17億５千７百万円、その他の流動資産の減少２億７千９百万円等であり、主な減少要因

は、税金等調整前四半期純損失２億４千３百万円、仕入債務の減少６億７千万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は３億３千６百万円（前年同四半期は２億４千５百万円の使用）となりました。主

な増加要因は、定期預金の払戻による収入３億円、有価証券の償還による収入２億円等であり、主な減少要因は、

定期預金の預入による支出８千１百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出９千３百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は８千２百万円（前年同四半期は１億１千８百万円の使用）となりました。主な減

少要因は、配当金の支払額７千７百万円、リース債務の返済による支出６百万円等であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました平成23年３月期の第２四半期連結累計期間の業

績予想を修正しております。  

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 簡便な会計処理  

   １）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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。 

   ２）棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

   ３）固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

   ４）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ので、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  

１）税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用  

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

    これにより、営業損失及び経常損失は２百万円、税金等調整前四半期純損失は 百万円それぞれ増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円であります。 

② 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。  

  （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,494 9,923

受取手形及び売掛金 12,498 14,002

工事未収金 629 884

有価証券 99 200

商品及び製品 366 398

未成工事支出金 29 38

販売用不動産 0 0

未収還付法人税等 484 470

その他 599 745

貸倒引当金 △446 △457

流動資産合計 25,757 26,205

固定資産   

有形固定資産 4,061 3,991

無形固定資産   

のれん 36 44

その他 124 129

無形固定資産合計 161 173

投資その他の資産   

投資有価証券 3,534 3,750

差入保証金 4,486 4,486

その他 705 988

貸倒引当金 △128 △116

投資その他の資産合計 8,596 9,109

固定資産合計 12,820 13,274

資産合計 38,577 39,480



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,509 5,024

工事未払金 343 498

短期借入金 94 92

未払法人税等 17 19

賞与引当金 103 183

役員賞与引当金 9 26

その他 2,716 2,768

流動負債合計 7,793 8,613

固定負債   

退職給付引当金 365 361

役員退職慰労引当金 490 479

その他 378 168

固定負債合計 1,233 1,009

負債合計 9,027 9,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金 5,456 5,456

利益剰余金 19,375 19,575

自己株式 △1,274 △1,274

株主資本合計 29,107 29,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 414 516

評価・換算差額等合計 414 516

少数株主持分 28 34

純資産合計 29,550 29,858

負債純資産合計 38,577 39,480



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 17,203 19,908

売上原価 15,934 18,848

売上総利益 1,268 1,059

役務収益 205 194

営業総利益 1,474 1,254

販売費及び一般管理費 1,486 1,431

営業損失（△） △11 △176

営業外収益   

受取利息 20 17

受取配当金 20 25

仕入割引 21 19

報奨金 20 18

持分法による投資利益 2 15

その他 33 24

営業外収益合計 117 120

営業外費用   

支払利息 2 2

売上割引 7 7

その他 3 9

営業外費用合計 13 18

経常利益又は経常損失（△） 92 △74

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 9

特別利益合計 4 9

特別損失   

固定資産処分損 0 0

投資有価証券売却損 － 0

減損損失 － 33

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144

リース解約損 － 0

特別損失合計 0 177

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

97 △243

法人税等 43 △123

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △119

少数株主損失（△） △6 △6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60 △113



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

97 △243

減価償却費 63 77

減損損失 － 33

長期前払費用償却額 4 5

のれん償却額 7 7

持分法による投資損益（△は益） △2 △15

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △94 △80

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 0

受取利息及び受取配当金 △40 △43

支払利息 2 2

固定資産売却損益（△は益） － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 144

売上債権の増減額（△は増加） 1,073 1,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △36 41

差入保証金の増減額（△は増加） △3 0

その他の流動資産の増減額（△は増加） 66 279

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1 0

仕入債務の増減額（△は減少） △239 △670

その他の流動負債の増減額（△は減少） △229 △98

その他 △44 33

小計 642 1,230

利息及び配当金の受取額 26 32

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △847 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー △180 1,236



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 △3 △81

定期預金の払戻による収入 － 300

投資有価証券の取得による支出 △16 △2

投資有価証券の売却による収入 － 0

有価証券の償還による収入 － 200

貸付けによる支出 △55 －

貸付金の回収による収入 6 13

有形及び無形固定資産の取得による支出 △185 △93

有形及び無形固定資産の売却による収入 8 0

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △245 336

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 0 2

短期借入金の返済による支出 △12 －

リース債務の返済による支出 △1 △6

配当金の支払額 △104 △77

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △118 △82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △544 1,490

現金及び現金同等物の期首残高 11,591 8,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,047 10,367



該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、取扱い商品の種類・性質等に基づきエネルギー関連部門・建設資材関連部門・その他部

門に区分しております。 

２．各事業区分の主要商品 

３．売上高には役務収益を含めております。 

４．「宝飾品」事業は、平成21年３月末日をもって事業撤退いたしております。 

５．「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」に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の「建設資材関連」の売上高

が153百万円、営業利益が４百万円それぞれ増加しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及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〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高がないため、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

  

エネルギー

関連 

（百万円) 

建設資材 

関連 
（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
10,988 6,270 150 17,408 － 17,408 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2 0 3 5 (5) － 

計 10,991 6,270 153 17,414 (5) 17,408 

営業利益 

（△は営業損失） 
△162 144 5 △11 (0) △11 

事業区分 主要商品 

エネルギー関連 石油製品・液化石油ガス 

建設資材関連 セメント・生コンクリート・建材等 

その他 機器・宝飾品・住宅関連等 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、商品・サービス別の事業部門を設置し、各事業部門は、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開いたしております。 

当社グループは、事業部門を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「産業エネルギー」

、「建設資材」、「生活サポート」の３つを報告セグメントとしております。 

「産業エネルギー」は、主に石油製品・液化石油ガスを需要家及び販売店向けに直接販売・卸販売いたしておりま

す。「建設資材」は、主にセメント・生コンクリート・各種建材を建設会社及び販売店向けに直接販売・卸販売いた

しております。「生活サポート」は、主に直営サービスステーションや連結ガス子会社などを通じ、ガソリン、家庭

用ＬＰガス、リフォーム、機器、新エネルギー関連商品、保険、リースなど一般消費者向けに販売いたしておりま

す。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  （注）１．「その他」の区分は、主に本社ビルの地代賃貸等であります。 

   ２．売上高には役務収益を含めております。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 産業 

エネルギー 
建設資材 

生活 

サポート 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  9,902  6,851  3,346  20,100  2  20,103

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 57  0  2  60       －  60

計  9,960  6,851  3,348  20,161  2  20,163

セグメント利益又は  

損失（△） 
 84  32  △32  84  2  87

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  84

「その他」の区分の利益  2

セグメント間取引消去  1

全社費用（注）  △265

四半期連結損益計算書の営業損失   △176



該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

 当社は、平成22年７月５日開催の当社取締役会において、株式会社グロー・ガステックの株式の一部取得を 

決議し、平成22年７月６日に同社株式の一部を取得し連結子会社といたしました。 

  

 １．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、 

  結合後企業の名称、取得した議決権比率 

 （1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

     被取得企業の名称  株式会社グロー・ガステック 

         事業の内容     ＬＰガス及びガス器具の販売 

  （2）企業結合を行った主な理由 

       当社は株式会社グロー・ガステックの株式を取得し、同社を当社グループの一員に加えることによ 

     り、相互に保有するＬＰガス商圏でのドミナンスの強化と当社グループが推し進めております生活サポ 

     ート事業の拡充が図れるものと判断いたしました。 

  （3）企業結合日 

         平成22年７月６日 

  （4）企業結合の法的形式 

         現金を対価とする株式取得 

  （5）結合後企業の名称 

         変更ありません。 

  （6）取得した議決権比率 

         企業結合日に取得した議決権比率  69.25％ 

         取得後の議決権比率       69.25％ 

    

  ２．被取得企業の取得原価及びその内訳  

         取得の対価 ： 346百万円 

  

 ３．発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  （1）発生した負ののれんの金額 

     87百万円 

  （2）発生原因 

       企業結合時の純資産額が、取得原価を上回ったため、その差額を負ののれんとして認識しております。 

  （3）償却方法及び償却期間 

     一括償却（当第２四半期連結会計期間） 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報
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