
  

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：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月９日

上場会社名 みらかホールディングス株式会社 上場取引所  東 

コード番号 4544 ＵＲＬ  http://www.miraca-holdings.co.jp/

代表者          （役職名） 代表執行役社長 （氏名）鈴木 博正 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役 （氏名）工藤 志郎 （ＴＥＬ）  03-5909-3337 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  41,401  10.4  6,079  17.3  6,145  16.2  3,105  0.8

22年３月期第１四半期  37,497  0.0  5,183  63.9  5,287  54.3  3,080  85.3

  
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  53  36  53  32

22年３月期第１四半期  52  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 

23年３月期第１四半期  139,393  96,233  68.8  1,648  17

22年３月期  137,089  95,362  69.4  1,633  58

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 95,942百万円 22年３月期 95,092百万円 

  
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  －        29 00 －      31 00  60  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  31 00 －      31 00  62  00

  （％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）

  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 

第２四半期（累計）  80,850  8.4  9,700  △8.6  9,900  △9.0  5,350  △19.9  91  91

通期  161,700  8.5  20,200  2.0  20,500  1.5  11,600  0.1  199  27



４．その他（詳細は、【添付資料】４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 

   （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レビュー手続の対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的

情報」を参照して下さい。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 58,442,866株 22年３月期 58,441,866株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 231,373株 22年３月期 230,851株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 58,211,627株 22年３月期１Ｑ 58,211,248株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における世界経済は、ギリシャの財政危機に端を発する欧州の金融不安など懸念材料

が見られた一方、新興国とアジアにおける成長の持続に牽引され、全体として景気回復基調が継続しております。

わが国においても円高による企業業績への影響懸念や先行きの不透明感はあるものの、景気回復の裾野は広がりつ

つあります。 

臨床検査業界におきましては、長期にわたる医療費の抑制、医療提供側の経営状況の悪化及び同業他社との競争

の激化を反映して、厳しい事業環境が継続しております。 

このような環境のなか、当社グループといたしましてはさらなる成長を遂げるための経営諸施策に積極的に取り

組んでまいりました。 

これらの結果といたしまして、当第１四半期連結会計期間の売上高は41,401百万円(前年同四半期比10.4％増)と

なりました。受託臨床検査事業において株式会社日本医学臨床検査研究所を子会社化したこと、また、ヘルスケア

関連事業においてケアレックス株式会社を子会社化したことなどが主要因で増収となりました。利益面では、臨床

検査薬事業における子会社の増収による利益増、受託臨床検査事業における増収に伴う利益増及び同事業における

固定費削減等により、結果として営業利益は6,079百万円(前年同四半期比17.3％増)、経常利益6,145百万円(前年

同四半期比16.2％増)、四半期純利益3,105百万円(前年同四半期比0.8％増)となりました。  

以下、事業別の概況をご報告申し上げます。    

（セグメントの業績） 

■臨床検査薬事業 

 海外子会社においてOEM・中間製品の販売が堅調であったことが主要因で、売上高は増収となりました。利益

面では、海外子会社の増収に伴う利益増により、増益となりました。これらの結果、売上高は8,215百万円（前

年同四半期比0.9％増）、営業利益は2,301百万円（前年同四半期比13.0％増）となりました。 

■受託臨床検査事業 

 株式会社日本医学臨床検査研究所を子会社化したこと、また、検査受託が堅調であったことから増収となり

ました。利益面では、増収に伴う利益増及び固定費の削減が主要因となり、増益となりました。これらの結

果、売上高は26,232百万円（前年同四半期比11.7％増）、営業利益は2,866百万円（前年同四半期比21.6％増）

となりました。    

■ヘルスケア関連事業 

 滅菌事業につきましては、継続して受託病院の新規獲得に努めた結果、売上高は3,272百万円（前年同四半期

比6.6％増）となりました。 

 治験事業につきましては、引き続き新規案件の獲得に注力した一方、既受注案件の治験の一部に発現遅延が

見られたことから、売上高は1,417百万円（前年同四半期比4.3％増）となりました。 

 また、介護関連事業を営むケアレックス株式会社を平成21年10月に子会社化したことから、増収に寄与しま

した。 

 これらの結果、ヘルスケア関連事業の売上高は6,954百万円（前年同四半期比18.5％増）、営業利益は898百

万円（前年同四半期比11.6％増）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,304百万円増加し、139,393百万円となりました。そ

の主な要因は、有価証券の減少8,999百万円があった一方、受取手形及び売掛金の増加3,953百万円、現金及び

預金の増加3,285百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加2,928百万円及びその他投資その他の資産の増

加969百万円があったためです。  

当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,434百万円増加し、43,160百万円となりました。その主

な要因は、法人税等の支払に伴う未払法人税等の減少3,983百万円及び賞与引当金の減少1,843百万円があった

一方、その他流動負債の増加2,880百万円、退職給付引当金の増加832百万円、短期借入金の増加767百万円、社

債の増加685百万円、資産除去債務の増加634百万円、支払手形及び買掛金の増加422百万円、その他固定負債の

増加399百万円及び未払金の増加345百万円があったためです。 

当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ870百万円増加し、96,233百万円となりました。その主

な要因は、配当金の支払1,804百万円及び為替換算調整勘定の減少388百万円があった一方、当第１四半期純利

益3,105百万円があったためであります。  

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.6％減少し、68.8％となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,944百万円減

少し、33,556百万円となりました。   
     

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は249百万円（前年同四半期2,901百万円の獲得）となりました。その主な要因

は、税金等調整前四半期純利益5,299百万円、その他の流動負債の増加2,432百万円、非資金支出項目である減

価償却費2,260百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額765百万円があった一方、法人税等の支払

6,003百万円、売上債権の増加2,467百万円及び賞与引当金の減少1,971百万円があったためであります。  
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動により使用した資金は3,961百万円（前年同四半期1,249百万円の使用）となりました。その主な要

因は、有形固定資産の取得による支出1,563百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,476百万円、無形固定資産の取得による支出524百万円があったためであります。  
    

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動により使用した資金は2,050百万円（前年同四半期1,859百万円の使用）となりました。その主な要

因は、配当金の支払1,783百万円があったためであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月11日に公表いたしました業績予想と変更はありま

せん。 

 平成23年３月期の連結業績予想にかかる売上高は、受託臨床検査事業において株式会社日本医学臨床検査研究所

を子会社化したこと、また、ヘルスケア関連事業においてケアレックス株式会社を子会社化したことなどから、対

前年同期比増収の予定であります。 

 利益面では、臨床検査薬事業においてインフルエンザの低流行を想定している一方、受託臨床検査事業における

増収に伴う利益増及び同事業における固定費削減が見込まれることから、営業利益、経常利益、当期利益ともに対

前年同期比増益の予定であります。 
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（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 

イ．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。  

ロ．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出に関しては、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。  

また、棚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

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

ハ．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。 

ニ．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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。  

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に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められる場合に、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。 

ホ．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権債務の額及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、当該差異の調整

を行わないで相殺消去しております。 

  

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（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、営業利益及び経常利益がそれぞれ16百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が782百万円減少

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651百万円であります。  

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。  

  

③ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（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 18,886 15,601

受取手形及び売掛金 29,865 25,911

有価証券 14,899 23,899

商品及び製品 4,449 4,998

仕掛品 4,026 3,948

原材料及び貯蔵品 3,421 3,243

その他 8,296 7,701

貸倒引当金 △174 △45

流動資産合計 83,671 85,258

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,872 11,969

工具、器具及び備品（純額） 7,150 7,158

土地 8,834 7,649

その他（純額） 3,847 3,233

有形固定資産合計 32,704 30,010

無形固定資産   

のれん 5,317 4,685

ソフトウエア 5,665 6,009

その他 1,819 1,873

無形固定資産合計 12,802 12,568

投資その他の資産   

投資有価証券 1,870 1,751

その他 8,501 7,532

貸倒引当金 △157 △32

投資その他の資産合計 10,214 9,251

固定資産合計 55,722 51,830

資産合計 139,393 137,089
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（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 9,893 9,471

短期借入金 2,769 2,001

1年内償還予定の社債 270 －

未払金 5,826 5,480

未払法人税等 1,318 5,301

賞与引当金 2,398 4,242

その他 8,229 5,349

流動負債合計 30,706 31,847

固定負債   

社債 685 －

長期借入金 302 252

退職給付引当金 6,081 5,249

役員退職慰労引当金 － 25

資産除去債務 634 －

その他 4,751 4,352

固定負債合計 12,453 9,879

負債合計 43,160 41,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,667 7,666

資本剰余金 23,389 23,388

利益剰余金 67,034 65,732

自己株式 △493 △491

株主資本合計 97,597 96,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 62

為替換算調整勘定 △1,653 △1,264

評価・換算差額等合計 △1,655 △1,202

新株予約権 290 270

純資産合計 96,233 95,362

負債純資産合計 139,393 137,089
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（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 37,497 41,401

売上原価 23,286 25,999

売上総利益 14,210 15,402

販売費及び一般管理費 9,026 9,322

営業利益 5,183 6,079

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 19 21

持分法による投資利益 8 2

その他 89 99

営業外収益合計 123 130

営業外費用   

支払利息 6 17

賃貸費用 11 10

その他 2 35

営業外費用合計 19 63

経常利益 5,287 6,145

特別利益   

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 8 －

その他 － 2

特別利益合計 11 10

特別損失   

固定資産除却損 36 66

固定資産売却損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 765

その他 3 24

特別損失合計 40 856

税金等調整前四半期純利益 5,258 5,299

法人税、住民税及び事業税 1,516 1,438

法人税等調整額 654 754

法人税等合計 2,171 2,193

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,105

少数株主利益 6 －

四半期純利益 3,080 3,105
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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）

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 5,258 5,299

減価償却費 2,085 2,260

のれん償却額 116 173

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,542 △1,971

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △83 △4

受取利息及び受取配当金 △25 △27

持分法による投資損益（△は益） △8 △2

支払利息 6 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 765

売上債権の増減額（△は増加） △2,191 △2,467

たな卸資産の増減額（△は増加） 119 395

その他の流動資産の増減額（△は増加） △487 △504

仕入債務の増減額（△は減少） △308 △351

未払消費税等の増減額（△は減少） 323 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,140 2,432

その他 82 185

小計 5,496 6,243

利息及び配当金の受取額 28 28

利息の支払額 △6 △18

法人税等の支払額 △2,617 △6,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,901 249

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △729 △1,563

無形固定資産の取得による支出 △260 △524

子会社株式の取得による支出 △195 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,476

その他 △65 △396

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,249 △3,961

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △321 △32

株式の発行による収入 － 2

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,492 △1,783

その他 △43 △235

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,859 △2,050

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51 △181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258 △5,944

現金及び現金同等物の期首残高 27,425 39,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,167 33,556
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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）事業区分の方法 

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

【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％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

【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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
臨床検査 
薬事業 

（百万円） 

受託臨床
検査事業 
（百万円） 

その他
の事業 

（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  8,140  23,488  5,867  37,497  －  37,497

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 742  457  23  1,223  (1,223)  －

計  8,883  23,946  5,891  38,721  (1,223)  37,497

営業利益  2,036  2,357  805  5,199  (16)  5,183

事業区分 主要役務又は商品 

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売 

受託臨床検査事業 特殊臨床検査、一般臨床検査、医科学分析、病院検査室の運営 

その他の事業 
食品衛生検査、環境検査、健康商品・感染防止商品の販売、医療器具等の滅

菌サ－ビス、治験支援、診療所開設・運営支援 
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【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。 

当社グループは、純粋持株会社である当社による事業活動の支配・管理の下、富士レビオ株式会社に臨床検査

薬事業の本部を置き、また、株式会社エスアールエルに受託臨床検査事業及びヘルスケア関連事業の本部を置

き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

したがって、当社グループは、それぞれの本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「臨床

検査薬事業」、「受託臨床検査事業」及び「ヘルスケア関連事業」の３つを報告セグメントとしております。  

「臨床検査薬事業」は、臨床検査薬の製造・販売を行っております。「受託臨床検査事業」は、医療機関から

検査を受託しております。「ヘルスケア関連事業」においては、滅菌事業、治験事業、健診機関業務の請負及び

介護用品のレンタル等の事業を行っております。  

  

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）セグメント利益の調整額13百万円は、セグメント間取引消去447百万円及び各報告セグメントに配分していな

い全社費用△433百万円が含まれております。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。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

株式会社エスアールエルによる株式取得により、株式会社日本医学臨床検査研究所及び同子会社を取得いた

しました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては、「受託臨床検査

事業」セグメントで799百万円、「ヘルスケア関連事業」セグメントで54百万円であります。  

  

（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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）  

四半期連結
損益計算書 
計上額 

  
臨床検査 
薬事業  

受託臨床
検査事業 

ヘルスケア
関連事業 

計

売上高        

外部顧客への売上高 8,215 26,232 6,954 41,401  － 41,401

セグメント間の内部売上高
又は振替高 751 476 39 1,268  △1,268 －

計 8,967 26,709 6,993 42,669  △1,268 41,401

セグメント利益 2,301 2,866 898 6,066  13 6,079

（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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