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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31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 ％

23年5月期第1四半期 36,344 8.3 5,227 35.8 4,532 17.5 2,195 6.7
22年5月期第1四半期 33,573 △8.0 3,850 13.3 3,856 △12.5 2,057 45.4

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5月期第1四半期 12.10 12.10
22年5月期第1四半期 11.34 11.32

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5月期第1四半期 200,520 127,021 59.6 659.28
22年5月期 202,641 127,829 59.4 663.88

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  119,604百万円 22年5月期  120,441百万円

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   

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5月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

74,000 6.3 10,000 36.0 9,000 32.1 5,000 35.8 27.56

通期 152,000 7.8 18,000 12.5 18,000 12.1 11,000 11.4 60.63



(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  無  
（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 

（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 
１．平成22年６月30日に公表しました平成23年５月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。 
２．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、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実績に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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 182,503,570株 22年5月期  182,503,570株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  1,086,404株 22年5月期  1,083,291株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 181,418,559株 22年5月期1Q 181,528,881株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）のわが国経済は、中国を中心とする新興

国向けの輸出が牽引する緩やかな回復基調となりましたが、欧州の財政問題を発端とする世界的な株安や

円高の進行など先行きが不透明な状況で推移しました。 

このような状況の中、当社グループは３ヵ年からなる中期事業計画phase１をスタートさせ、重点事業へ

の経営資源の 適配分、海外展開の強化に加え、収益体質の強化を目指し、一層のコストダウンの推進、

販売品目の整理、生産拠点の 適化に取り組みました。 

この結果、当第１四半期は、医薬事業が本年４月の薬価基準引き下げの影響を受け前年同四半期を下回

ったものの、機能化学品事業及びセイフティシステムズ事業が回復したことにより売上高は363億４千４百

万円（前年同四半期比8.3％増）、営業利益は52億２千７百万円（前年同四半期比35.8％増）、経常利益は

45億３千２百万円（前年同四半期比17.5％増）、四半期純利益は21億９千５百万円（前年同四半期比6.7％

増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

【機能化学品事業】 

機能性材料事業は、半導体封止材用エポキシ樹脂が環境対応型エポキシ樹脂を中心に引き続き堅調に推

移し、前年同四半期を上回りました。紫外線硬化型樹脂は前年同四半期を上回りました。機能性材料事業

全体では前年同四半期を上回りました。 

電子情報材料事業は、光ディスク用樹脂、プラズマディスプレイ用フィルムが前年同四半期を下回りま

したが、インクジェットプリンター用色素、液晶シール材が前年同四半期を上回りました。㈱ポラテクノ

でも液晶ディスプレイ用偏光フィルムが堅調に推移したため、前年同四半期を上回りました。電子情報材

料事業全体では前年同四半期を上回りました。 

触媒事業は、顧客の触媒交換時期の谷間であったため、前年同四半期を下回りました。 

色材事業は、繊維用染料、紙用染料ともに、前年同四半期を上回りました。 

この結果、売上高は180億４千７百万円、営業利益は31億８千６百万円となりました。 

【医薬事業】 

国内向け製剤は、「ビカルタミド錠NK」、「パクリタキセル注NK」、「カルボプラチン点滴静注液NK」

等の抗がん剤が堅調に推移し、前年同四半期を上回りました。一方、「動注用アイエーコール」、「ラン

ダ注」等の抗がん剤が競合品等の影響により、前年同四半期を下回りました。国内向け製剤全体では前年

同四半期を下回りました。 

輸出は、ブレオ類（抗がん剤）が前年同四半期を下回り、輸出全体でも前年同四半期を下回りました。 

国内向け原薬は、医薬品原料が前年同四半期を上回ったものの、国内向け原薬全体では、前年同四半期

を下回りました。 

診断薬は前年同四半期を上回りました。 

この結果、売上高は120億５千万円、営業利益は24億４千４百万円となりました。 

【セイフティシステムズ事業】 

世界各国での減税等による自動車販売奨励策の効果と、中国をはじめとする新興国での需要拡大等の影

響による自動車産業の市況の回復により、シートベルトプリテンショナー用マイクロガスジェネレータ、

エアバッグ用インフレータは、前年同四半期を上回りました。 

この結果、売上高は46億３千４百万円、営業利益は３億３千４百万円となりました。 

【その他】 

アグロ事業は、国内は前年同四半期を下回りましたが、輸出は前年同四半期を上回りました。 

不動産事業他は前年同四半期を下回りました。 

この結果、売上高は16億１千１百万円、営業利益は４億１千９百万円となりました。 

 

 

(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 

総資産は2,005億２千万円となり、前連結会計年度末に比べ21億２千１百万円減少（前連結会計年度比

1.0％減）しました。流動資産は６億２千８百万円増加しました。これは主に有価証券の増加等によるもの

です。固定資産は主に減価償却による有形固定資産の減少等により27億円減少しました。 
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負債は734億９千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億１千３百万円減少（前連結会計年度比

1.8％減）しました。これは主に短期借入金は増加しましたが、未払費用の減少等によるものです。 

純資産は1,270億２千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億７百万円減少（前連結会計年度比

0.6％減）しました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少、為替換算調整勘定の減少等によるもの

です。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、24億１千７百万円の収入（前年同四半期比10億６千６百万円

の増加）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が42億１千６百万円、減価償却費が21億

８百万円あったものの、たな卸資産の増加が12億４百万円、未払費用の減少が16億４千７百万円あった

ことによります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、34億１千４百万円の支出（前年同四半期比６億７千８百万円

の増加）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が12億３千万円、有価証券の取得に

よる支出が19億９千８百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億２千４百万円の支出（前年同四半期比１億５千８百万円

の増加）となりました。これは主に短期借入金の増加が17億６千万円あったものの、建設協力金の返済

による支出が２億４千６百万円、配当金の支払いが17億６百万円あったことによるものです。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、342億２千６百万円（前年同

四半期比23億８千９百万円の増加）となりました。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績の動向を踏まえ、平成22年６月30日に公表いたしました平成23年５月期の業績予想を修正い

たしました。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

２．その他の情報 

(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 

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 

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、経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が69百万円減

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102百万円であります。 

 

(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。 
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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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,506 17,427 

受取手形及び売掛金 47,391 47,181 

有価証券 19,903 18,512 

商品及び製品 16,343 16,342 

仕掛品 2,018 1,927 

原材料及び貯蔵品 7,670 6,886 

その他 8,417 9,439 

貸倒引当金 △50 △145 

流動資産合計 118,201 117,572 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,329 31,800 

機械装置及び運搬具（純額） 15,051 15,957 

その他（純額） 13,797 13,879 

有形固定資産合計 60,178 61,637 

無形固定資産   

のれん 1,749 1,835 

その他 2,329 2,442 

無形固定資産合計 4,079 4,277 

投資その他の資産   

投資有価証券 13,141 13,896 

その他 4,675 4,944 

貸倒引当金 △127 △110 

投資その他の資産合計 17,688 18,730 

固定資産合計 81,946 84,646 

繰延資産 372 422 

資産合計 200,520 202,641 
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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８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,364 14,531 

短期借入金 13,436 12,147 

未払法人税等 1,251 2,055 

その他 12,332 14,213 

流動負債合計 42,385 42,947 

固定負債   

長期借入金 11,649 11,672 

退職給付引当金 4,295 4,584 

負ののれん 605 643 

その他 14,562 14,964 

固定負債合計 31,113 31,864 

負債合計 73,498 74,812 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,932 14,932 

資本剰余金 17,264 17,264 

利益剰余金 88,995 88,613 

自己株式 △716 △713 

株主資本合計 120,477 120,097 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91 460 

為替換算調整勘定 △963 △116 

評価・換算差額等合計 △872 343 

少数株主持分 7,417 7,387 

純資産合計 127,021 127,829 

負債純資産合計 200,520 202,641 
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 33,573 36,344 

売上原価 20,592 21,639 

売上総利益 12,981 14,704 

販売費及び一般管理費 9,130 9,476 

営業利益 3,850 5,227 

営業外収益   

受取利息 46 16 

受取配当金 191 175 

負ののれん償却額 － 38 

持分法による投資利益 21 53 

保険配当金 － 156 

その他 195 328 

営業外収益合計 456 767 

営業外費用   

支払利息 127 97 

為替差損 217 1,186 

その他 105 178 

営業外費用合計 450 1,462 

経常利益 3,856 4,532 

特別利益   

固定資産売却益 32 7 

特別利益合計 32 7 

特別損失   

固定資産処分損 79 90 

投資有価証券評価損 112 164 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68 

特別損失合計 191 323 

税金等調整前四半期純利益 3,697 4,216 

法人税、住民税及び事業税 1,053 902 

法人税等調整額 725 928 

法人税等合計 1,779 1,831 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,385 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △139 189 

四半期純利益 2,057 2,195 
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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 3,697 4,216 

減価償却費 2,416 2,108 

引当金の増減額（△は減少） △156 △757 

受取利息及び受取配当金 △238 △191 

支払利息 127 97 

持分法による投資損益（△は益） △21 △53 

有形固定資産売却損益（△は益） △32 △7 

有形固定資産処分損益（△は益） 79 90 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68 

投資有価証券売却損益（△は益） － △2 

投資有価証券評価損益（△は益） 112 164 

売上債権の増減額（△は増加） △1,446 △641 

たな卸資産の増減額（△は増加） △238 △1,204 

前払費用の増減額（△は増加） △153 △35 

未収入金の増減額（△は増加） 490 220 

仕入債務の増減額（△は減少） 875 1,065 

未払金の増減額（△は減少） △787 △725 

未払費用の増減額（△は減少） △1,323 △1,647 

その他 311 1,009 

小計 3,713 3,776 

利息及び配当金の受取額 240 220 

利息の支払額 △61 △27 

法人税等の支払額 △2,542 △1,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,350 2,417 

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 － △0 

定期預金の払戻による収入 35 － 

有形固定資産の取得による支出 △2,297 △1,230 

有形固定資産の売却による収入 33 5 

無形固定資産の取得による支出 △36 △60 

有価証券の取得による支出 △1,499 △1,998 

投資有価証券の取得による支出 △47 － 

投資有価証券の売却による収入 － 0 

長期前払費用の取得による支出 △5 △19 

固定資産撤去に伴う支出 △70 △132 

短期貸付金の増減額（△は増加） △125 86 

その他 △79 △66 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,093 △3,414 
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31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） 2,036 1,760 

長期借入金の返済による支出 △397 △22 

建設協力金の返済による支出 △246 △246 

配当金の支払額 △1,702 △1,706 

少数株主への配当金の支払額 △158 △98 

その他 △13 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △483 △324 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △264 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,224 △1,586 

現金及び現金同等物の期首残高 35,061 35,813 

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,837 34,226 
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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 

a.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６月１日 至 平成21年８月31日） 

 
機能化学品
事 業 

(百万円) 

医 薬 
事 業 

(百万円)

セイフティ
システムズ
事 業 

(百万円)

その他 
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 15,570 12,329 4,023 1,649 33,573 － 33,573

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

14 3 － 6 25 (25) －

計 15,585 12,333 4,023 1,656 33,599 (25) 33,573

営業利益又は営業損失（△） 1,691 3,040 △157 440 5,015 (1,165) 3,850

 

(注) １ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

２ 事業区分に属する主要な製品 

事業区分 売上区分 主要製品 

機能化学品事業 機能性材料 エポキシ樹脂、エポキシ樹脂用硬化剤、合成樹脂用難燃剤、紫外線

硬化型樹脂、ポリイミド・ポリアミド樹脂、高機能化学品 

 電子情報材料 液晶ディスプレイ用部材、液晶プロジェクタ用部材、Ｘ線分析装置

部材、機能性フィルム、光ディスク用樹脂、液晶ディスプレイ用シ

ール材、機能性色素、インクジェットプリンター用色素 

 触媒 アクリル酸製造用触媒、メタクリル酸製造用触媒、プラントライセ

ンスビジネス 

 色材 分散染料、カチオン染料、酸性染料、反応染料、直接染料、硫化染

料、蛍光染料、繊維・紙用機能性薬剤、非繊維用特殊色材 

医薬事業 医薬品 抗悪性腫瘍剤、神経系薬剤、循環器用薬剤、消化器用薬剤、代謝性

薬剤、抗生物質製剤、消炎鎮痛パップ剤、放射性医薬品、医療機

器、医薬原薬・中間体、食品・食品添加物、食品品質保持剤、動物

用医薬品、飼料・飼料添加物、診断薬 

セイフティシステ

ムズ事業 

セイフティシステムズ エアバッグ用インフレータ、シートベルトプリテンショナー用マイ

クロガスジェネレータ、スクイブ 

その他事業 その他 
殺虫剤、除草剤、殺菌剤、殺ダニ剤、防疫用殺虫剤、土壌殺菌剤、

動物忌避剤、生物農薬、不動産事業 
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b.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６月１日 至 平成21年８月31日） 

 
日本 

(百万円) 

その他の地域

(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 29,506 4,067 33,573 － 33,573

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,111 1,131 2,242 (2,242) －

計 30,617 5,198 35,816 (2,242) 33,573

営業利益又は営業損失（△） 5,108 △85 5,022 (1,172) 3,850
 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域・・・アメリカ、中国、チェコ 

c.海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,134 4,046 11,180

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 33,573

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％） 

21.3 12.1 33.3

 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・・・・中国、香港、台湾 

(2) その他の地域・・・アメリカ、ドイツ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

【セグメント情報】 

  

（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1

7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。 

 

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、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。 

 当社グループの報告セグメントは製品別に事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品について国内及び海

外の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、当社グループは、主に事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構

成されており、「機能化学品事業」、「医薬事業」、「セイフティシステムズ事業」の３つを報告
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セグメントとしております。 

 各報告セグメントに属する主要な製品・サービスの種類は、下表のとおりであります。 

報告セグメント 売上区分 主 要 製 品 

機 能 性 材 料

エポキシ樹脂、エポキシ樹脂用硬化剤、反応性難燃樹脂、

紫外線硬化型樹脂、ポリイミド・ポリアミド樹脂、高機能

化学品 

電 子 情 報 材 料

液晶ディスプレイ用部材、液晶プロジェクタ用部材、X線分

析装置部材、機能性フィルム、光ディスク用樹脂、液晶デ

ィスプレイ用シール材、MEMS用レジスト、機能性色素、イ

ンクジェットプリンター用色素、感熱顕色剤 

触 媒
アクリル酸製造用触媒、メタクリル酸製造用触媒、プラン

トライセンスビジネス 

機 能 化 学 品 事 業 

色 材

分散染料、カチオン染料、酸性染料、反応染料、直接染

料、硫化染料、蛍光染料、繊維・紙用機能性薬剤、非繊維

用特殊色材 

医 薬 事 業 

抗悪性腫瘍剤、神経系用薬、循環器官用薬、消化器官用

薬、ビタミン剤およびその他代謝性医薬品、放射性医薬

品、化学療法剤、消炎鎮痛パップ剤、体外診断用医薬品、

医療機器、医薬原薬・中間体、食品・食品添加物、食品品

質保持剤 

セ イ フ テ ィ シ ス テ ム ズ 事 業
エアバッグ用インフレータ、シートベルトプリテンショナ

ー用マイクロガスジェネレータ、スクイブ 

 

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６月１日  至  平成22年８月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
機能化学品

事業 
医薬事業

セイフテ
ィシステ
ムズ事業

計 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注）３

売上高   
 

  外部顧客への売上高 18,047 12,050 4,634 34,732 1,611 36,344 － 36,344

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

8 6 － 14 6 21 △21 －

計 18,055 12,056 4,634 34,747 1,618 36,365 △21 36,344

セグメント利益 3,186 2,444 334 5,964 419 6,384 △1,156 5,227

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アグロ事業、不動産事業を含ん

でおります。 

(注)２ セグメント利益の調整額△1,156百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,152百万

円、セグメント間取引消去△４百万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。 

(注)３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
 

(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。 
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