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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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）

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2四半期 8,140 22.1 445 ― 1,138 △7.3 69 △91.8
22年3月期第2四半期 6,666 △27.8 △289 ― 1,228 △59.2 857 15.2

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2四半期 1.74 1.62
22年3月期第2四半期 21.35 21.26

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2四半期 150,011 28,113 16.4 613.59
22年3月期 120,561 27,915 20.8 624.24

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  24,634百万円 22年3月期  25,062百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― ― ―

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  
 当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受けることから業績予想を合理的に行うことが困難であ
るため開示をしておりません。なお、四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。 



(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 

（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は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理的に行うことが困難
であることから、予想配当額を開示しておりません。予想配当額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3月期2Q  40,953,500株 22年3月期  40,953,500株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  805,537株 22年3月期  805,373株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  40,147,977株 22年3月期2Q  40,148,386株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の堅調な需要に支えられた輸出や生産の増加等により

企業収益の改善が見られましたが、欧州諸国の財政危機問題や米国の景気減速懸念による急速な円高の進行、雇用

情勢の悪化や個人消費の低迷等もあり、依然として先行き不透明感を払拭できない状況が続いております。 

 このような状況の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の営業収益は81億40百万円（前年同期比14億73

百万円増）、経常利益は11億38百万円（前年同期比90百万円減）となりました。また、株式市場の下落により生じ

た投資有価証券評価損４億35百万円、システムの変更に伴う解約違約金相当額３億89百万円等の特別損失12億59百

万円を計上した結果、四半期純利益は69百万円（前年同期比７億87百万円減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

  ① 証券関連事業 

 当第２四半期における日本の株式市場は、企業業績には回復傾向が見られるものの、１ドル85円を割る展開とな

った円高、海外景気の減速懸念、雇用情勢の停滞等が相まって低調なまま推移し、９月１日には日経平均株価は年

初来安値の8,796円45銭まで下落いたしました。その後、９月15日には日銀がおよそ６年半ぶりに為替介入を行い

ましたが、株価は小幅上昇に留まり、９月30日の終値は9,369円35銭となりました。また、東証１部売買代金も低

調なまま推移し、１日の売買代金が１兆円を割る局面も見られました。 

 こうした環境の中、エイチ・エス証券株式会社につきましては、継続的な「ブラジル・レアル建公募債券」の販

売及びその販売施策として全国延べ100ヵ所以上でのセミナー開催（７月～９月）や、新たな商品ラインアップと

して中国株取引の取扱い開始（７月）といった施策を展開いたしました。その結果、当第２四半期の営業収益は18

億79百万円（前年同期比２億79百万円増）、営業利益は25百万円となりました。 

   

（受入手数料） 

 当第２四半期の受入手数料は、８億82百万円（前年同期比79百万円減）となりましたが、その内訳は以下のとお

りであります。 

    委託手数料 

    委託手数料につきましては、４億59百万円（前年同期比３億30百万円減）となりました。 

    引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料につきましては、33百万円（前年同期比31百万円増）と

なりました。 

    募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 

 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料につきましては、30百万円（前年同期比２百万円減）

となりました。 

    その他の受入手数料 

    その他の受入手数料につきましては、３億58百万円（前年同期比２億22百万円増）となりました。 

  （トレーディング損益） 

    トレーディング損益につきましては、株券等は58百万円（前年同期比１億37百万円減）、債券等は４億52百万円

（前年同期比３億16百万円増）、その他は２億78百万円（前年同期比２億32百万円増）となり、合計で７億89百万

円（前年同期比４億11百万円増）となりました。 

  （金融収支） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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    当第２四半期の金融収益は、２億６百万円（前年同期比52百万円減）、金融費用は79百万円（前年同期比15百万

円減）となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は１億27百万円（前年同期比36百万円減）となりまし

た。 

  （販売費及び一般管理費） 

    当第２四半期の販売費及び一般管理費は、昨年来コスト削減に取り組んだ結果、17億73百万円（前年同期比85百

万円減）となりました。 

  

  ② 銀行関連事業 

 ハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては、大型鉱山開発の波及効果等によりモンゴル経済が全体として成

長に転じたものと思われ、融資残高は５月から増加基調となっております。貸出金利息は48億19百万円（前年同期

比５億83百万円増）となり、「その他の役務収益」、「外国為替売買益」、「その他の業務収益」もそれぞれ増加

いたしました。結果として、当第２四半期の営業収益は53億74百万円（前年同期比７億27百万円増）、営業利益は

８億78百万円（前年同期比３億93百万円増）となりました。 

       

  ③ 商品先物関連事業 

 エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきましては、定期的なセミナー開催、投資家ニーズへの迅速な対

応、オンライン取引口座開設キャンペーン、東京工業品取引所取引時間延長に伴うイベント参加等、収益の向上に

注力いたしましたが、国内商品先物市場の状況は未だ厳しく「受取手数料」は１億11百万円（前年同期比34百万円

増）と増加したものの、結果として、当第２四半期の営業収益は１億20百万円（前年同期比30百万円増）、営業損

失は３億22百万円となりました。 

  

④ 債権管理回収事業 

 エイチ・エス債権回収株式会社につきましては、金融円滑化法（平成21年12月４日施行）の影響により金融機関

が債権譲渡に対して慎重な姿勢を崩していないことから、業界全体に対しての債権売却は低調であり、今期もその

影響を受けております。しかしながら、平成22年４月より、熊本営業所を開設して、営業エリアの拡大に伴い新規

の取引先が増えております。また、回収においては、法的手続きによる回収を含め大口の回収が進んでおります。

結果として、当第２四半期の営業収益は６億45百万円、営業利益は３百万円となりました。 

  

⑤ 不動産関連事業 

 株式会社アスコットにつきましては、中期経営計画に基づき不動産開発事業の分譲マンション開発３プロジェク

ト、収益不動産開発３プロジェクトの企画開発を推進しております。なお、分譲マンション開発３プロジェクト

は、平成22年７月より順次着工及び販売を開始し、平成23年９月以降の竣工引渡を予定しております。当該３プロ

ジェクトの現況につきましては、平成22年10月27日現在の契約率は86.7％、引渡総額は45億31百万円と順調な販売

推移となっております。また、収益不動産開発３プロジェクトの開発を推進することにより、竣工後には賃料の収

受等が見込めることとなります。しかしながら、分譲マンション開発３プロジェクトの竣工引渡時期を平成23年９

月以降、収益不動産開発３プロジェクトの竣工時期を平成23年２月以降としているため、業績の回復に至るまでに

は、相応な時間を要するものとなります。結果として、当第２四半期の営業収益は95百万円、営業損失は１億13百

万円となりました。 

  

⑥ その他事業 

    その他事業の当第２四半期の営業収益は86百万円、営業損失は35百万円となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて294億50百万円増加し、1,500億11百万円

になりました。これは主に、「現金及び預金」が84億74百万円、「有価証券」が84億90百万円、「貸出金」が51億

83百万円、「販売用不動産」が52億９百万円、「仕掛販売用不動産」が54億66百万円増加したことによるものであ

ります。 

    負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて292億52百万円増加し、1,218億98百万円となりました。こ

れは主に、「預金」が205億82百万円、「信用取引負債」が９億90百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が46億

53百万円、「長期借入金」が46億53百万円増加し、「顧客からの預り金」が20億８百万円減少したことによるもの

であります。 

    純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて１億98百万円増加し、281億13百万円となりました。こ

れは主に、「利益剰余金」が69百万円、「自己株式」が１億59百万円、「少数株主持分」が６億26百万円増加し、

「その他有価証券評価差額金」が３億85百万円減少したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社のグループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあ

り、業績予想を合理的に行うことが困難であることから、開示は行っておりません。なお、四半期業績の迅速な開

示を行ってまいります。 

澤田ホールディングス㈱（8699） 平成23年3月期第2四半期決算短信

- 4 -



（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 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 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出する方法によっ

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 

・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。 

 なお、これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（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）及

び「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）並びに「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。  

・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２四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。 

  

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 31,229 22,754

預託金 10,154 11,287

顧客分別金信託 9,611 10,780

その他の預託金 543 507

トレーディング商品 1,403 1,418

商品有価証券等 1,403 1,418

有価証券 19,875 11,384

信用取引資産 11,199 11,341

信用取引貸付金 9,586 9,722

信用取引借証券担保金 1,613 1,618

貸出金 43,313 38,129

差入保証金 1,314 1,200

委託者先物取引差金 153 91

販売用不動産 5,209 －

仕掛販売用不動産 5,466 －

その他 3,477 3,874

貸倒引当金 △2,014 △1,854

流動資産合計 130,782 99,627

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,451 1,432

器具及び備品（純額） 1,108 1,207

土地 57 57

建設仮勘定 144 72

有形固定資産合計 2,760 2,768

無形固定資産   

ソフトウエア 347 428

その他 4 9

無形固定資産合計 351 437

投資その他の資産   

投資有価証券 2,616 3,742

関係会社株式 12,526 12,845

その他の関係会社有価証券 0 1

長期差入保証金 761 623

破産更生債権等 900 886

その他 240 539

貸倒引当金 △929 △912

投資その他の資産合計 16,116 17,727

固定資産合計 19,229 20,933

資産合計 150,011 120,561
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

約定見返勘定 1,234 1,232

信用取引負債 9,607 8,617

信用取引借入金 6,954 5,870

信用取引貸証券受入金 2,653 2,746

預り金 4,958 6,831

顧客からの預り金 4,472 6,480

その他の預り金 486 350

受入保証金 5,946 6,198

信用取引受入保証金 5,028 5,087

先物取引受入証拠金 443 653

その他の受入保証金 473 457

預金 75,013 54,431

短期借入金 1,805 2,776

1年内返済予定の長期借入金 5,991 1,338

預り証拠金 1,519 1,353

未払法人税等 221 60

賞与引当金 41 36

訴訟損失引当金 192 198

その他 3,320 1,730

流動負債合計 109,852 84,806

固定負債   

長期借入金 10,404 5,750

繰延税金負債 343 194

役員退職慰労引当金 17 17

負ののれん 702 1,336

退職給付引当金 119 119

その他 171 153

固定負債合計 11,758 7,571

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 123 104

商品取引責任準備金 163 163

特別法上の準備金計 286 267

負債合計 121,898 92,645
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 12,223 12,223

資本剰余金 11,057 11,057

利益剰余金 4,028 3,958

自己株式 △994 △834

株主資本合計 26,314 26,404

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △299 85

繰延ヘッジ損益 △25 △29

為替換算調整勘定 △1,355 △1,399

評価・換算差額等合計 △1,680 △1,342

新株予約権 12 12

少数株主持分 3,466 2,840

純資産合計 28,113 27,915

負債純資産合計 150,011 120,561
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 962 883

受取手数料 77 111

トレーディング損益 398 794

金融収益 259 209

貸出金利息 4,236 4,819

その他の役務収益 281 359

外国為替売買益 117 160

その他の業務収益 11 35

売上高 322 765

営業収益合計 6,666 8,140

金融費用 93 78

預金利息 2,074 2,448

売上原価 191 521

純営業収益 4,307 5,091

販売費及び一般管理費   

取引関係費 648 739

人件費 2,184 2,156

不動産関係費 306 301

事務費 555 573

減価償却費 257 325

租税公課 45 53

貸倒引当金繰入額 365 156

その他 233 339

販売費及び一般管理費合計 4,596 4,646

営業利益又は営業損失（△） △289 445

営業外収益   

受取配当金 17 22

持分法による投資利益 860 251

投資事業組合運用益 278 174

負ののれん償却額 356 365

その他 32 16

営業外収益合計 1,545 830

営業外費用   

支払利息 0 61

為替差損 20 58

その他 6 16

営業外費用合計 27 137

経常利益 1,228 1,138
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 9 0

貸倒引当金戻入額 20 23

商品取引責任準備金戻入額 29 －

訴訟損失引当金戻入額 23 －

システム解約損失引当金戻入額 50 －

役員退職慰労引当金戻入額 6 －

損害賠償請求和解金 － 558

その他 2 85

特別利益合計 141 667

特別損失   

固定資産除却損 0 32

投資有価証券売却損 － 146

投資有価証券評価損 96 435

金融商品取引責任準備金繰入額 26 20

取引所脱退損失 20 －

過年度事業税 35 －

システム解約損失 － 389

その他 22 234

特別損失合計 200 1,259

税金等調整前四半期純利益 1,169 547

法人税、住民税及び事業税 124 222

法人税等合計 124 222

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325

少数株主利益 188 255

四半期純利益 857 69
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主なサービス 

① 証券関連事業   有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出

し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関 

                      する投資顧問業務その他の証券業務 

② 銀行関連事業   預金業務、貸付業務他 

③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務 

④ その他事業    ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務 

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港、アメリカ：アメリカ合衆国 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  
証券関連 
事業 

（百万円） 

銀行関連 
事業 

（百万円）

商品先物 
関連事業 
（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）

営業収益    

(1）外部顧客に 

対する営業収益 
 1,599  4,646  90  329  6,666  －  6,666

(2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 －  －  0  54  54 ( )54  －

計  1,599  4,646  90  383  6,720 ( )54  6,666

営業利益又は営業損失(△)  △354  484  △410  △18  △298  9  △289

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

営業収益   

(1）外部顧客に 

対する営業収益 
 2,014  4,647  4  6,666  －  6,666

(2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 7  －  －  7 ( )7  －

計  2,021  4,647  4  6,673 ( )7  6,666

営業利益又は営業損失(△)  △764  478  △10  △296  7  △289
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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、当社及び子会社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、当社及び子会社の構成単位に分離された財務諸表に基づき、業種別に構成した事業単位について、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。当社は、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、

「商品先物関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」を報告セグメントとしており

ます。 

 「証券関連事業」は、有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価

証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務を行っ

ております。「銀行関連事業」は、預金業務、貸付業務等を行っております。「商品先物関連事業」は、商品の先物

取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務を行っております。「債権管理回収事業」は、債権

管理回収業に関する特別措置法に規定されている金融機関等が有する特定金銭債権の買取及び当該買取債権の管理回

収等の債権管理回収業務を行っております。「不動産関連事業」は、分譲マンション及び収益不動産の開発等の不動

産業務を行っております。「その他事業」は、ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務を行っておりま

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 （単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額８百万円は、セグメント間取引消去であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）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。  

  

（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。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  当社は、従来、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商品先物関連事業」、「その他事業」の４事業を報

告セグメントとしておりましたが、当第２四半期連結会計期間より、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、

「商品先物関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」の６事業に区分を変更し

ております。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

  

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

証券関連

事業 
銀行関連 
事業 

商品先物

関連事業 
債権管理

回収事業 
不動産

関連事業 
その他

事業 
計 

営業収益   

 外部顧客に対する 

 営業収益  
 1,879  5,374  120  645  95  24  8,140  －  8,140

 セグメント間の内部 

 営業収益又は振替高 
 0  －  －  －  －  62  62 ( )62  －

計  1,879  5,374  120  645  95  86  8,202 ( )62  8,140

セグメント利益又は 

損失（△） 
 25  878  △322  3  △113  △35  436  8  445

（５）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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