
  

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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  （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  19,307  △3.7  890  58.2  558  △43.5  △1,112   －   

22年３月期第１四半期  20,047  △7.8  562  △41.6  988  △23.3  433  △3.9

  
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 .△55  47 －         

22年３月期第１四半期 .21  43 －         

  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  71,213  56,198  78.5 .2,785  14

22年３月期  71,715  57,978  80.4 .2,873  85

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 55,870百万円 22年3月期 57,649百万円

  
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 －  .0 00 －   .30 00 .30 00 

23年３月期 －  

23年３月期（予想） .0 00 －   .30 00 .30 00 

  （％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 

連結累計期間 
   38,600  △4.6      1,000  56.6       1,100  △31.5  △1,000  －    .△49  85

通期  80,800  △3.4     3,750  18.9       4,500  △5.3     700  △73.2 . 34  89



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「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 

新規      －社     除外      －社 

（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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を終了しております。 

  

※  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および合理的と判断する

一定の前提条件にもとづいており、実際の業績等は、様々な要因によって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当たっての注意事項については、［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 20,939,200株 22年３月期 20,939,200株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 878,981株 22年３月期 878,981株

③  期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年３月期１Ｑ 20,060,219株 22年３月期１Ｑ 20,209,292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（平成22年４月１日～平成22年6月30日）は、依然として先行きの不透明感による個

人消費の低迷やデフレ状態が続く中、天候不順が続いたことにより、小売業界におきましては厳しい環境となりま

した。 

 このような状況の中、The SAZABY LEAGUEでは、収益基盤である既存事業の強化とThe SAZABY LEAGUEの再成長の

施策として新ブランドのビジネスモデルの検証と確立等に取り組んでおります。特に、ブランド本来の強みを活か

すためのＭＤの見直しや店舗改装等により業績の確保に努めました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高193億７百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益８億90

百万円（同58.2％増）、経常利益５億58百万円（同43.5％減）、四半期純損失11億12百万円（前年同期は四半期純

利益４億33百万円）となりました。 

   

 売上高は、前年に撤退したブランドの影響や既存店の前年同期比が97.0％と減少になったこと等により、前年同

期と比べ７億40百円減少しました。 

 一方、営業利益は、赤字ブランド撤退の効果及び管理可能経費の削減努力により、前年同期と比べ３億27百円の

増加となりました。 

 しかしながら、経常利益は持分法適用関連会社が資産除去債務に関する会計基準の適用による特別損失を計上し

た影響で持分法投資損失となったことにより、前年同期と比べ４億30百円減少しました。 

 また、四半期純損失は、経常利益の減少に加え、当社及び連結子会社の資産除去債務に関する会計基準の適用に

よる特別損失７億98百万円の計上及びそれに伴う税金費用の増加があったことにより、前年同期と比べ15億45百円

減少しました。 

 店舗の状況につきましては、当第１四半期連結会計期間中に６店舗を新たに出店し、14店舗を閉鎖した結果、当

第１四半期連結会計期間末店舗数は578店舗（前連結会計年度末586店舗）となりました。 

  

（報告セグメントの状況）  

①衣料・服飾雑貨 

 売上高は106億30百万円、セグメント利益は５億80百万円となりました。既存店売上高前年同期比は97.4%とセ

グメントとしては前年を下回っておりますが、ターゲットを明確にした商品作りや一部ブランドでは商品価格の

見直しを行うなど商品企画体制の強化等によるＭＤ見直しにより、回復傾向が顕著な事業も出てきております。

またその成果により客数は回復基調にあります。なお、前年に行った赤字ブランドの撤退効果によりセグメント

利益が改善しております。 

②生活雑貨 

 売上高は42億84百万円、セグメント利益は６億26百万円となりました。既存店売上高前年同期比は97.8％とな

りましたが、家中需要の継続によるキッチン周りのアイテム及びボディケア関連のアイテムの強化、ならびに重

点商品の販売強化を行ったこと等が客数増加に寄与しております。さらに、店舗における作業効率向上のための

業務改善を進めており、商品面・店舗運営面の両面から売上の確保に取り組んでおります。また、オリジナル商

品の生産コストを削減したこと等により売上総利益率が1.4％改善し、セグメント利益を確保しております。 

③飲食・サービス 

 売上高は43億92百万円、セグメント損失は３億78百万円となりました。既存店売上高前年同期比は95.2％。客

単価の減少が大きく影響しておりますが、Afternoon TeaとKIHACHIブランドのテイクアウト事業との融合店舗増

加や増席改装により客数は回復傾向にあります。人件費の適正化に向けた削減の効果が現れてきているものの、

既存店の売上減少を補えなかったこと、及び持分法投資損失の影響によりセグメント損失となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の経常利益５億58百万円と、各報告セグメントの損益の合計額８億29百万円との差

額２億70百万円は、セグメント間取引ならびに各セグメントに配賦していない全社費用及び全社収益でありま

す。 

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

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて63百万円減少し、369億３百万円となりました。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて４億38百万円減少し、343億10百万円となりました。これは有形固定資

産が資産除去債務会計基準の適用に伴い７億13百万増加した一方で、関係会社株式が持分法による投資損失の取込

で減少したこと等により投資その他の資産が11億10百万円減少したことによるものです。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて５億２百万円減少し、

712億13百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて33百万円減少し、113億87百万円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて13億10百万円増加し、36億27百万円となりました。これは主に資産除去

債務会計基準の適用に伴い資産除去債務を新たに16億70百万円計上したことによるものです。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億77百万円増加し、

150億14百万円となりました。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて17億79百万円減少し、561億98百万

円となりました。これは主に利益剰余金が四半期当期純損失11億12百万円と配当金の支払６億１百万円により17億

14百万円減少したことによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間末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

７億30百万円減少し、142億12百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動による資金の増加は７億99百万円（前年同期は17億68百万円の減少）となりました。税金等調整前当期

純損失は３億46百万円でありますが、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額７億98百万円、営

業外費用として持分法による投資損失４億37百万円を計上しており、当該損失及び費用は資金の流出を伴わないた

め、資金が増加しております。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の減少は９億19百万円（前年同期は２億11百万円の減少）となりました。これは主に、有価

証券の取得による支出９億円や有形固定資産の取得による支出３億43百万円によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動による資金の減少は６億10百万円（前年同期は３億99百万円の減少）となりました。これは主に、配当

金の支払５億67百万円によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績及び今後の見通しを勘案し、平成22年５月13日に公表いたしました第２四半期

連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正しました。なお、当該予想数値の修正に係る事項は、本日公表の「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高に関しては、一部の会社において実地たな卸を省略し、前連結会計

年度末の実地たな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。 

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は、前連結会計年度末以降の経営環境等、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場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

③ 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、営業利益及び経常利益は、それぞれ28百万円減少しており、税金等調整前四半期純損失は８億

26百万円増加しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首での資産除去債務の変動額は16億58百万

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、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

③ 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」の科目を表示しておりま

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

－ 4 －
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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 20,412 21,442

受取手形及び売掛金 5,974 6,240

有価証券 900 －

商品及び製品 6,831 6,393

その他 2,808 2,890

貸倒引当金 △24 △0

流動資産合計 36,903 36,967

固定資産   

有形固定資産 6,014 5,300

無形固定資産 456 498

投資その他の資産   

関係会社株式 12,714 13,441

敷金及び保証金 6,585 6,649

その他 8,544 8,862

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 27,839 28,949

固定資産合計 34,310 34,748

資産合計 71,213 71,715

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,655 3,885

短期借入金 1,410 1,410

未払法人税等 743 374

賞与引当金 973 840

役員賞与引当金 22 －

資産除去債務 27 －

その他 4,554 4,910

流動負債合計 11,387 11,420

固定負債   

長期借入金 310 340

退職給付引当金 136 360

役員退職慰労引当金 1,082 1,074

資産除去債務 1,670 －

その他 428 541

固定負債合計 3,627 2,316

負債合計 15,014 13,737
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,593 4,593

資本剰余金 5,752 5,752

利益剰余金 48,022 49,737

自己株式 △2,366 △2,366

株主資本合計 56,002 57,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 15

繰延ヘッジ損益 △115 △57

為替換算調整勘定 △20 △25

評価・換算差額等合計 △132 △67

少数株主持分 328 328

純資産合計 56,198 57,978

負債純資産合計 71,213 71,715

－ 6 －
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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 20,047 19,307

売上原価 6,484 6,340

売上総利益 13,563 12,966

営業収入 22 15

営業総利益 13,585 12,982

販売費及び一般管理費   

地代家賃 3,880 3,511

給料手当及び賞与 3,849 3,581

賞与引当金繰入額 442 500

役員賞与引当金繰入額 3 22

退職給付費用 59 90

役員退職慰労引当金繰入額 16 15

その他 4,770 4,369

販売費及び一般管理費合計 13,023 12,092

営業利益 562 890

営業外収益   

受取利息 26 68

持分法による投資利益 309 －

その他 109 62

営業外収益合計 444 130

営業外費用   

支払利息 9 5

デリバティブ評価損 4 12

持分法による投資損失 － 437

その他 4 6

営業外費用合計 18 461

経常利益 988 558

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

未払費用戻入額 68 －

その他 18 －

特別利益合計 86 －

特別損失   

固定資産除却損 91 93

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 798

その他 0 13

特別損失合計 91 905

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（△）

983 △346

法人税等 535 766

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,113

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 433 △1,112
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

983 △346

減価償却費 391 337

持分法による投資損益（△は益） △309 437

長期前払費用償却額 37 29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 55 70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △100 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 145 124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 22

固定資産除却損 91 93

受取利息及び受取配当金 △28 △70

支払利息 9 5

売上債権の増減額（△は増加） 194 263

たな卸資産の増減額（△は増加） △414 △454

仕入債務の増減額（△は減少） △815 △229

未払費用の増減額（△は減少） △250 △260

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 798

その他 △14 39

小計 △21 893

利息及び配当金の受取額 178 306

利息の支払額 △11 △5

法人税等の支払額 △1,914 △393

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,768 799

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △900

有形固定資産の取得による支出 △114 △343

無形固定資産の取得による支出 △60 △6

敷金及び保証金の差入による支出 △68 △68

敷金及び保証金の回収による収入 47 157

定期預金の純増減額（△は増加） － 300

その他 △16 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △211 △919

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） 350 －

長期借入金の返済による支出 △91 △30

自己株式の取得による支出 △67 －

配当金の支払額 △577 △567

その他 △11 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △399 △610

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,380 △730

現金及び現金同等物の期首残高 16,737 14,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,357 14,212
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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）１．事業区分の方法 

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。 

  

２．各事業区分に属する主要な商品の名称等 

(1）Living Style Value Creation 

オリジナルブランドによる、雑貨、家具事業及び飲食事業 

生活雑貨事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING） 

飲食事業：KIHACHI / Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） 

(2）Brand Incubation 

オリジナルブランドによる、アパレル関連事業、バッグ事業及びアクセサリー事業等 

アパレル関連事業：ANAYI / And A / ESTNATION   

服飾雑貨事業：SAZABY / agete   

(3）Global Brand Alliance 

ブランドコラボレーションによる、アパレル関連事業、ファッション関連事業、ビューティーサロン・ネ

イルサロン事業及び生花販売関連事業等 

アパレル関連事業：Zadig & Voltaire / AMERICAN RAG CIE / 3.1 phillip lim 

服飾雑貨事業：Valextra / CAMPER   

生活雑貨事業：JANE PACKER 

サービス事業：TAACOBA  

【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）において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）において、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

  

Living Style
Value 

Creation 
（百万円） 

Brand 
Incubation 

  
（百万円） 

Global 
Brand 

Alliance 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
 8,868  8,671  2,530  20,069  －  20,069

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 0  0  30  31  △31  －

計  8,869  8,671  2,560  20,101  △31  20,069

営業利益又は営業損失（△）  758  334  △137  955  △392  562
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

The SAZABY LEAGUEの報告セグメントは、The SAZABY LEAGUE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、持株会社としてのグループ経営戦略の策定、推進、グループ経営の監査、その他の経営管理等を

行っており、連結子会社及び関連会社が、ブランドごとの商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、The SAZABY LEAGUEはブランドを基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「衣料・服飾雑貨事業」、「生活雑貨事業」、「飲食・サービス事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

各報告セグメントは、それぞれ、主に以下のブランドを展開しております。  

「衣料・服飾雑貨事業」 ANAYI / ESTNATION / agete / AMERICAN RAG CIE / SAZABY / CAMPER 

            And A / NOJESS / RonHerman / 3.1 phillip lim 

「生活雑貨事業」    Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING） / JANE PACKER 

「飲食・サービス事業」 Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） / KIHACHI / STARBUCKS COFFEE  

（注）STARBUCS COFFEEは持分法適用関連会社の事業であるため、持分法による投資利益または損失を通

じてセグメント利益または損失にのみ、その業績が反映されます。 

  

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△270百万円は、セグメント間取引３億51百万円、各事

業セグメントに配分していない全社費用及び全社収益△６億21百万円であります。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、全社収益は、主に報告セグメントに帰属し

ない受取利息及び有価証券利息であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

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 

各報告セグメントにおいて、重要な減損損失はありません。 

各報告セグメントにおいて、のれんの金額の変動及び負ののれん発生益はありません。 

  

（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）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２

衣料・ 

服飾雑貨
生活雑貨

飲食・ 

サービス
合計 

 売上高・営業収入             

  外部顧客への 

  売上高・営業収入 
 10,632  4,286  4,404  19,322  －  19,322

  セグメント間の内部売上高 

  ・営業収入又は振替高  
 0  9  0  10  △10  －

      計  10,632  4,295  4,405  19,333  △10  19,322

 セグメント利益又は損失（△）  580  626  △378  829  △270  558

（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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