
  

   

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 
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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）

  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  1,434  △21.1  43  △85.2  31  △88.6  30  △83.0

22年３月期第１四半期  1,818  59.5  292  －  278  －  178  －

  
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  820  32  －      

22年３月期第１四半期  4,823  41  －      

  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  10,619  1,977  18.6  53,456  56

22年３月期  10,428  2,043  19.6  55,229  22

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,977百万円 22年３月期 2,043百万円

  
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  －        －      －      2,500 00  2,500  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      2,500 00  2,500  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）  2,930  △9.0  △292  －  △319  －  △267  －  △7,216  41

通期  7,380  13.3  50  △85.9  0 △100.0  △128  －  △3,459  55



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しており

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 

 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。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ

（３）「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 36,999株 22年３月期 36,999株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 36,999株 22年３月期１Ｑ 36,999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我が国経済は、一部の企業においてアジア経済の景気拡大などにより、回

復基調がみられたものの、欧州の経済不安の影響を受け全体としては依然、厳しい状況が続いております。 

 当社グループは、福祉情報システム事業、医療情報システム事業、コンサルティング事業及び組込ソフトウエ

ア事業を展開しております。 

 福祉情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、予防重視型システムへの転換、介護給付費の見直

し、新たなサービス体系の確立などに加え、経営の効率化・適正化がより一層求められる状況となってまいりま

した。医療情報システム市場を取り巻く環境といたしましては、国民医療費の削減を主目的とする医療制度改革

が、厚生労働省によって推進されており、平成20年４月から「長寿(後期高齢者)医療制度」、「特定健康審

査」、「特定保健指導」等の新たな取り組みが開始されております。また、診療報酬改定や、包括医療制度

（DPC）をはじめとした新たな制度導入等により、医療機関は益々医療の質の向上・効率化への取り組みが求め

られております。 

 このような市場環境のなか、福祉情報システム事業におきましては、新規開設事業者の獲得及び他社システム

使用ユーザーに対する拡販活動と当社既存ユーザーを中心にASPサービスへの移行を積極的に推進してまいりま

した。また、顧客サービス関連においては、ユーザーに対し、より質の高いサポートサービスを提供し、顧客満

足度向上に努めてまいりました。 

 医療情報システム事業におきましては、将来における事業規模拡大に向けた販売体制の強化、営業員の育成、

システムのバージョンアップ等の体制強化を進めつつ、「医療事務管理システム」及び「電子カルテシステム

ER」を中心に販売活動を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,434百万円（前年同期比21.1％減少）、営業利益は43百

万円（前年同期比85.2％減少）、経常利益は31百万円（前年同期比88.6％減少）、四半期純利益は30百万円（前

年同期83.0％減少）となりました。 

  

 セグメントの業績は、以下のとおりです。 

  

① 福祉情報システム事業 

 福祉情報システム事業におきましては、当社既存ユーザーのASPサービスへの移行が順調に推移しておりま

す。 

 なお、福祉情報システム事業におきまして、前第１四半期連結会計期間は、平成21年４月実施の介護報酬改定

に伴う需要がありました。そのため、当第１四半期連結会計期間は、売上高及び利益とも前第１四半期連結会計

期間に比べ大幅に減少しております。 

 以上の結果、売上高は1,269百万円、セグメント利益は262百万円となりました。 

  

②医療情報システム事業 

 医療情報システム事業におきまして、電子カルテ市場の活性化の状況といたしましては、想定よりも緩やかな

上昇となっており、売上高につきましては前年同期を若干上回る結果となりました。 

 以上の結果、売上高は120百万円、セグメント損失は152百万円となりました。 

  

③コンサルティング事業 

 コンサルティング事業におきましては、地域福祉計画や男女共同参画計画等の策定業務を中心に受注活動を展

開していますが、自治体の予算化状況の悪化と、価格競争の激化に伴う受注単価低下の影響を受け、第１四半期

の受注実績は計画値を下回って推移しています。 

 以上の結果、売上高は4百万円、セグメント損失は15百万円となりました。 

  

④組込ソフトウエア事業  

 組込ソフトウエア事業におきましては、半導体製造品質検査用ソフトウエアの受託開発は堅調に推移し、計画

を若干上回り昨年実績並みの売上となりました。一方、大手家電メーカーからの受託開発業務は計画及び前年実

績とも下回る結果となりました。また、「組込ソフトウエア向け動的テストツールDT10」は各方面の組込ソフト

ウエア開発担当者から高い評価を得ているものの、商談が長期化しており、国内及び韓国におきましても販売が

伸び悩みました。 

 以上の結果、売上高は39百万円、セグメント損失は50百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は10,619百万円となり、前連結会計年度末に比べ190百万円増加しました。この主な

要因は、受取手形及び売掛金が512百万円、ソフトウエアが128百万円それぞれ減少しているものの、ソフトウエ

ア仮勘定が591百万円、現金及び預金が220百万円それぞれ増加したものであります。 

 負債合計は8,641百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円増加しました。この主な要因は、未払法人

税等が201百万円、長期借入金が73百万円それぞれ減少しているものの、前受収益（長期前受収益含む）が409百

万円、短期借入金が150百万円それぞれ増加したものであります。 

 純資産合計は1,977百万円となり、前連結会計年度末に比べ65百万円減少しました。この主な要因は、四半期

純利益30百万円及び、配当金の支払い92百万円であります。 

  

（キャッシュフローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における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220百万円増加し、1,220百万円となりました。 

 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。 

  

［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、1,007百万円となりました。この主な要因は、法人税等の支払額200百万円に

よる減少があるものの、売上債権の減少額512百万円、前受収益の増加額409百万円、減価償却費307百万円によ

り資金が増加したものであります。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］  

 投資活動の結果使用した資金は、656百万円となりました。この主な要因は、販売用ソフトウエアの開発を主

要因とする無形固定資産（ソフトウエア・ソフトウエア仮勘定）の取得による支出650百万円であります。 

［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、130百万円となりました。この要因は、短期借入金の純増額150百万円による

資金の増加があるものの、ファイナンス・リース債務の返済による支出114百万円、配当金の支払額92百万円、

長期借入金の返済による支出73百万円により資金が減少したものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 福祉情報システム事業におきましては、ASPサービス事業を軸にさらなる強化を図り、ASPサービスによる新規

顧客の獲得を促進し、市場シェアの維持・拡大に向けた取り組みを進めてまいります。また、平成22年秋からリ

リース予定のリニューアルシステムの拡販を積極的に進めてまいります。既存ユーザーに対してもASPサービス

への移行を積極的に進めることで安定的かつ永続的な取引を実現し、ユーザーとの一層の関係強化と市場環境に

左右されない安定した収益基盤の拡大を図ってまいります。 

 医療情報システム事業におきましては、電子カルテ市場におけるIT投資について、いましばらく抑制傾向が続

くものと見られております。このような状況ではありますが、引き続き販売パートナーとの関係強化、自社販売

体制の強化、システムの大幅バージョンアップ等により将来の収益獲得に向けて活動してまいります。 

 コンサルティング事業におきましては、年度後半に予定されている高齢者実態調査業務にターゲットをシフト

しながら積極的な営業活動を進め、受注の上積みと売上計画の達成を図ってまいります。 

 組込ソフトウエア事業におきましては、半導体製造品質検査用ソフトウエアの受託開発につきましては取引先

の事業再編の影響が懸念されておりますが、当面事業自体は継続される見通しであります。一方、大手家電メー

カーからの受託開発業務は開発投資抑制の影響を受け計画及び前年実績とも下回る見通しであります。また、

「組込ソフトウエア向け動的テストツールDT10」の販売は、営業体制をより強化するとともに、DT10を使った検

証テスト業務そのものを受託するビジネスモデル「第三者検証サービス」を立ち上げ、売上計画の達成を図って

まいります。その他、経費削減も合わせて実施してまいります。 

 損益面におきましては、福祉情報システム事業におけるリニューアルシステムのリリースに伴う拡販費用及び

ASPユーザー拡大に備えてサーバー等の設備投資を進めることによるコストの増加を見込んでおります。 

 また、昨年設立しました連結子会社である株式会社メディプラスは、中小規模の医療情報システムメーカー向

けのOEM製品を平成22年秋のリリースに向けて開発を進めており、費用が先行して発生することから、当連結会

計年度におきましては170百万円程度の経常損失となる見通しであります。これは、当初より事業計画に見込ん

でいたものであり、事業状況につきましては計画に沿って順調に推移する見通しであります。 

 以上により、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして、平成22年５月14日に発表いたしまし

た「平成22年３月期決算短信」に記載しております業績予想から変更はありません。 
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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 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 ②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、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、前連結会計年度決算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 

・会計処理基準に関する事項の変更  

  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369千円、税金等調整前四半期純利益が5,867千円それぞれ減少して

おります。 

・表示方法の変更  

 （四半期連結損益計算書） 

 「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利益」の科目で表示しておりま

す。 

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：千円）

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 1,220,407 1,000,223

受取手形及び売掛金 1,298,403 1,811,284

商品及び製品 34,227 18,313

仕掛品 31,955 4,789

原材料及び貯蔵品 5,461 14,887

繰延税金資産 407,297 435,344

その他 234,132 164,735

貸倒引当金 △11,300 △15,551

流動資産合計 3,220,585 3,434,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,418,916 1,403,664

減価償却累計額 △294,586 △278,135

建物及び構築物（純額） 1,124,329 1,125,528

車両運搬具 7,075 7,075

減価償却累計額 △5,055 △4,827

車両運搬具（純額） 2,019 2,247

工具、器具及び備品 372,180 365,469

減価償却累計額 △292,664 △286,065

工具、器具及び備品（純額） 79,515 79,404

土地 700,793 700,793

リース資産 715,911 833,565

減価償却累計額 △361,492 △430,364

リース資産（純額） 354,419 403,200

有形固定資産合計 2,261,077 2,311,175

無形固定資産   

のれん 329,248 339,225

リース資産 310,797 346,793

ソフトウエア 782,434 910,772

ソフトウエア仮勘定 1,766,069 1,174,235

その他 10,984 11,123

無形固定資産合計 3,199,534 2,782,150

投資その他の資産   

投資有価証券 56,581 60,022

繰延税金資産 1,665,416 1,630,526

その他 243,498 238,070

貸倒引当金 △27,541 △27,541

投資その他の資産合計 1,937,955 1,901,077

固定資産合計 7,398,566 6,994,403

資産合計 10,619,151 10,428,431
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（単位：千円）

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   

買掛金 58,090 86,895

短期借入金 1,600,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 293,144 293,144

未払金 501,842 395,507

リース債務 347,763 380,022

未払法人税等 57,207 258,835

未払費用 202,696 208,573

前受収益 1,357,450 1,047,701

賞与引当金 107,914 173,984

その他 90,665 41,467

流動負債合計 4,616,773 4,336,131

固定負債   

長期借入金 1,292,317 1,365,603

リース債務 563,967 637,430

退職給付引当金 206,259 198,015

長期前受収益 1,947,671 1,847,824

資産除去債務 14,322 －

固定負債合計 4,024,539 4,048,873

負債合計 8,641,312 8,385,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 992,225 992,225

資本剰余金 711,325 711,325

利益剰余金 280,669 342,815

株主資本合計 1,984,219 2,046,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,380 △2,940

評価・換算差額等合計 △6,380 △2,940

純資産合計 1,977,839 2,043,425

負債純資産合計 10,619,151 10,428,431
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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：千円）

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 1,818,819 1,434,631

売上原価 1,010,771 900,537

売上総利益 808,048 534,093

販売費及び一般管理費 515,151 490,692

営業利益 292,896 43,401

営業外収益   

受取利息及び配当金 882 882

助成金収入 － 536

受取保険金 1,045 －

受取手数料 394 890

その他 311 236

営業外収益合計 2,632 2,544

営業外費用   

支払利息 16,894 14,150

その他 9 4

営業外費用合計 16,904 14,154

経常利益 278,625 31,791

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,230 4,251

特別利益合計 1,230 4,251

特別損失   

固定資産除却損 26 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,497

特別損失合計 26 5,497

税金等調整前四半期純利益 279,828 30,544

法人税、住民税及び事業税 130,822 7,036

法人税等調整額 △29,454 △6,842

法人税等合計 101,367 193

少数株主損益調整前四半期純利益 － 30,350

四半期純利益 178,461 30,350
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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）

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 279,828 30,544

減価償却費 384,189 307,484

のれん償却額 9,977 9,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,943 △4,251

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,560 △66,069

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,807 8,243

受取利息及び受取配当金 △882 △882

支払利息 16,894 14,150

有形固定資産除却損 26 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,497

売上債権の増減額（△は増加） 813,448 512,881

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,020 △33,653

その他の資産の増減額（△は増加） △24,258 △70,979

仕入債務の増減額（△は減少） △54,896 △28,804

未払金の増減額（△は減少） 45,914 96,656

未払費用の増減額（△は減少） △19,028 △5,868

前受収益の増減額（△は減少） 440,903 409,595

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,588 △4,821

その他の負債の増減額（△は減少） 35,403 40,285

小計 1,846,256 1,219,988

利息及び配当金の受取額 882 882

利息の支払額 △15,320 △13,513

法人税等の支払額 △458,494 △200,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,373,323 1,007,030

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 △9,501 △3,536

無形固定資産の取得による支出 △351,839 △650,126

その他 △11,195 △2,763

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,536 △656,426

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） △340,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △87,876 △73,286

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △136,706 △114,636

配当金の支払額 △55,498 △92,497

財務活動によるキャッシュ・フロー △620,081 △130,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,706 220,184

現金及び現金同等物の期首残高 1,100,841 1,000,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,481,547 1,220,407
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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］ 

 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 

      製品及びサービスの類似性により区分しております。 

２．各区分の事業内容 

［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） 

   在外連結子会社及び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

  
ソフトウエ
ア事業 
（千円） 

コンサルテ
ィング事業
（千円） 

組込ソフト
ウエア事業
（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  1,696,371  42,453  79,995  1,818,819  －  1,818,819

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,696,371  42,453  79,995  1,818,819  －  1,818,819

営業利益又は営業損失（△）  299,727  △455  △12,470  286,801  6,095  292,896

事業区分 事業内容

ソフトウエア事業 保健・医療・福祉の各施設業務をサポートする業務用ソフトウエア開発販売  

コンサルティング事業 地方自治体の保健福祉分野等における各種調査・事業計画策定コンサルティング

組込ソフトウエア事業 

車載・家庭用オーディオのデバイス制御プログラム開発及び技術ライセンスの提

供、半導体製造装置品質検査用ソフトウエアの受託開発、組込ソフト向け動的テ

スト支援システムの開発及び販売 
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  ［セグメント情報］  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、経営者が、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、製品の種類別に事業部を置き、連結子会社はそれぞれ単一の事業を展開しております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う製品・サービス別のセグメントから構成されており、「福祉情報

システム事業」「医療情報システム事業」「コンサルティング事業」「組込ソフトウエア事業」の４つを報

告セグメントとしております。 

 「福祉情報システム事業」及び「医療情報システム事業」は、保健・医療・福祉の各施設業務をサポート

する業務用ソフトウエアの開発販売を行っております。「コンサルティング事業」は、地方自治体の保健福

祉分野等における各種調査・計画策定コンサルティングを行っております。「組込ソフトウエア事業」は、

車載・家庭用オーディオのデバイス制御プログラム開発及び技術ライセンスの提供、半導体製造装置品質検

査用ソフトウエアの受託開発、組込ソフト向け動的テスト支援システムの開発及び販売を行なっておりま

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）  

（単位：千円）

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） 

（単位：千円） 

（注）全社費用は、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。 

 該当事項はありません。  

  

福祉情報
システム事業

医療情報
システム事業

コンサル
ティング事業

組込ソフト 
ウエア事業 

合計

売上高           

 外部顧客に対する売上高  1,269,718  120,663  4,979  39,270  1,434,631

 セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,269,718  120,663  4,979  39,270  1,434,631

セグメント利益又は損失

（△） 
 262,847  △152,916  △15,542  △50,231  44,157

 利益  金額 

報告セグメント計    44,157

セグメント間取引消去    4,300

全社費用（注）    △5,056

四半期連結損益計算書の営業利益    43,401

（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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