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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）

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2四半期 15,212 3.4 1,192 76.8 1,189 59.5 816 103.7
22年3月期第2四半期 14,708 △11.9 674 △38.3 745 △41.7 400 △45.7

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 39.63 ―

22年3月期第2四半期 19.45 ―

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 33,216 14,305 42.5 685.19
22年3月期 30,534 14,045 45.4 673.78

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,109百万円 22年3月期  13,874百万円

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 ― 9.00 9.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 9.00 9.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 33,800 18.6 2,100 47.5 2,050 32.5 1,250 45.9 60.70

                                   



(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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお業績予想に関する事項は添付資料P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料P.4「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 20,600,000株 22年3月期  20,600,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8,601株 22年3月期  8,538株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,591,441株 22年3月期2Q  20,591,298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(平成22年4月～平成22年9月)におけるわが国経済は、政府による経済対策や海外経済の改

善を背景に緩やかに持ち直してきてはいるものの、雇用情勢は引き続き厳しい状況が続くなど自律的な回復基盤が弱

く、円高の進行・長期化や海外経済の減速懸念などがあり、先行きに不透明感が増す中で推移いたしました。 

このような環境下にあって当社グループは、本年度が平成20年4月にスタートした中期3ヶ年経営計画「ジャンプ10」

の 終年度にあたり、経営の軸足を事業改革から成長へと展開推進するため、既存事業の徹底的なコスト削減と付加価

値増強、新規製品・新規事業の拡大、海外での事業展開を 重要課題として取り組んでおり、中国上海市に現地法人

〔佳里多（上海）貿易有限公司〕を設立するとともに、ボトリング事業では温水無菌充填システムを導入するなど企業

価値の向上に努めてまいりました。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、化学品事業では塩素酸ナトリウムが安価な海外品との競合によ

り値下げ傾向となり減販、電子材料関連製品は市場価格の下落も加わりそれぞれ減販となりましたが、化薬事業では、

自動車用緊急保安炎筒は「ハイフレヤープラスピック」への切替が進んだこと、また、危険性評価試験は、大型試験の

受託が増加したことなどにより増販、シリコンウェーハ事業も国内外とも市況が回復しシリコンウェーハが大幅に増販

となったことなどにより、全体として152億1千2百万円(前年同期比 5億4百万円増 同3.4%増)となりました。一方、損

益面では原価低減に努めたこと、収益性の高い製品の販売が好調だったことにより、連結営業利益は11億9千2百万円(前

年同期比 5億1千8百万円増 同 76.8%増)、連結経常利益は11億8千9百万円(前年同期比 4億4千3百万円増 同59.5%

増)となり、連結四半期純利益は8億1千6百万円(前年同期比 4億1千5万円増 同103.7%増)となりました。 

  

平成22年１月７日に発生した当社横浜工場の事故に伴う全体の損害額については、近隣損害補償額ならびに横浜工場

に付保されている保険の支給額を含めて、現在対応中でありますので未確定であります。 

  

なお、当期から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前連結累計期間分を変更後の区

分に組み替えて行っております。 

  

「化薬事業部門」 

産業用爆薬は、建設投資の低迷および砕石の更なる減産の影響を受けてはいるものの、石灰石が回復傾向にあり増販

となりました。 

自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用ではエコカー減税やエコカー補助金の政策支援効果により、国内自動車販売が

回復し増販となりました。 

また、車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への切替とともに交換促進を実施

し増販となりました。 

信号炎管は、高速道路向けは増販となりましたが、鉄道向けは減販となりました。 

危険性評価試験は大型試験の受託が増加したことにより、大幅な増販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は19億2千3百万円（前年同期比 2億8千7百万円増 同17.6％増）、営業利

益は7億6千3百万円(前年同期比 2億7百万円増 同37.3％増）となりました。 

「化学品事業部門」 

 塩素酸ナトリウムは、主力ユーザーである紙パルプメーカーが輸出用を主体にパルプの増産を行い高稼働ではありま

したが、安価な海外品との競合により値下げ傾向となり減販となりました。 

 亜塩素酸ナトリウムは、電子材料向け需要を中心に回復傾向となり増販となりました。 

 過塩素酸アンモニウムは、H－ⅡＡロケット等の推進薬向けが堅調に推移し増販となりました。 

  自動車向け用途、液晶向け用途等の機能性化学品類は、好調な業界需要に引っ張られ大幅な増販となりました。 

 農薬を中心とした緑化事業は、鉄道向け除草剤の大幅出荷増により増販となりました。 

 環境機材事業は、電解プラントが減販となったものの、電極、電解槽が堅調に推移したため微増となりました。 

有機導電材料は、TCNQ錯体が増販となりましたが、機能性高分子コンデンサー向けピロール関連製品が減販となり、

この分野全体では減販となりました。 

光機能材料は、主用途のプラズマディスプレイパネル向けが数量減により減販となりました。また、メディア向け用

途および熱線遮断向け用途についても減販となりました。 

イオン導電材料は、トナー用電荷調整剤およびイオン液体が好調に推移し増販となりましたが、イオン導電性付与材

と電気二重層キャパシタ用電解液は、価格の低下などにより減販となりました。その結果、この分野全体として減販と

なりました。 

機能性高分子固体電解コンデンサー「PC-CON」は、ゲーム機市場を中心に不調だったため大幅な減販となりました。

ファインケミカル事業では、横浜工場の事故により当事業の２本柱の一つであった有機受託合成事業を行うことが出

来ず過塩素酸のみの販売となったことにより大幅な減販となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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これらの結果、当事業部門全体の売上高は40億7千7百万円（前年同期比 4億6千9百万円減 同10.3％減）、営業利

益は8億1千1百万円(前年同期比 9千6百万円増 同13.5％増）となりました。 

「ボトリング事業部門」 

飲料市場は、夏場の記録的な猛暑と残暑の影響で、４月～５月の飲料消費の伸び悩みをカバーし好調な結果となりま

した。このような状況の中、温水無菌充填システムの導入効果もあり、当事業部門全体の売上高は69億3千7百万円（前

年同期比 1億1千9百万円増、同1.7％増）、営業利益は2億4千8百万円（前年同期比 8百万円増、同3.4％増）となりま

した。 

なお、平成22年4月1日付でジェーシービバレッジ㈱から、ジェーシーボトリング㈱へ事業譲渡を行い、ジェーシービ

バレッジ㈱は、平成22年6月10日付で解散決議を行っております。 

「シリコンウェーハ事業部門」 

半導体用シリコンウェーハは、国内外ともに市況の回復が顕著となり、加えて既存品のシェアーアップや新規品の拡

販努力が実り、輸出・国内販売ともに大幅な増販となりました。 

 単結晶シリコンインゴットおよびその他シリコン材料は、太陽電池用のシリコン材料の価格低迷により未だ売上に寄

与しない状況の中、半導体用のシリコン材料拡販に努めましたが大幅な減販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は12億6千8百万円（前年同期比 3億7千4百万円増 同41.9％増）、営業利

益は6千万円（前年同期比 1億7千3百万円増）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  

総資産は332億1千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億8千1百万円増加しました。投資その他の資産が株

価の下落などにより6億7千8百万円減少しましたが、ボトリング事業における設備投資により有形固定資産が23億4

千9百万円増加したこと及び火災未決算勘定が5億6千6百万円増加したことなどによりその他流動資産が8億3千3百万

円増加したことなどによります。  

負債は189億1千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億2千2百万円増加しました。これは、設備関係の未払

金が増加したことなどによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ2億5千9百万円増加して143億5百万円となりました。これは、その他有価証券評

価差額金が3億9千5百万円減少しましたが、利益剰余金が6億3千万円増加したことなどによります。以上の結果、自

己資本比率は前連結会計年度末の45.4%から42.5％となりました。 

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） 

 営業活動によって得られたキャッシュフローは3億7千3百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利

益が11億1千6百万円の計上となりましたが、災害損失の支払額が5億6千4百万円、法人税等の支払額が3億6千7百万

円あったことなどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュフローは、10億9千8百万円となりました。これは、固定資産の取得による支出

が10億4千1百万円となったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュフローは3億6千3百万円の増加となりました。これは、配当金の支払額が1億8千5百万

円となりましたが、長短借入金が5億1千2百万円増加したことなどによるものです。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて3

億6千1百万円減少し、18億6千4百万円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成23年3月期第２四半期累計期間の業績につきましては、平成22年3月期決算短信公表時（平成22年5月14日付）

 の予想を修正をしております。詳細は本日公表しました「平成23年3月期 第2四半期連結累計期間の連結業績予想

 数値と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。なお、今後の見通しにつきましては、円高の進行・

 長期化などにより景気の下振れリスクも想定され、当社を取り巻く環境は予断をゆるさない状況が続くと想定さ 

 れることから、連結・個別ともに前回発表予想を据え置いております。  
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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。 

 なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下のとおりです。 

 連 結 （新規） 佳里多（上海）貿易有限公司  

 平成22年6月17日に設立されました佳里多（上海）貿易有限公司を平成23年3月期第2四半期より連結子会社とし

ております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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

末の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棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込

価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連

結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

  ③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しており

ます。 

  ④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、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。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する方法により算定しております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 ①税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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  

 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0百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は32百万円減少しておりま

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：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 1,864 2,226

受取手形及び売掛金 6,350 6,071

商品及び製品 1,724 1,534

仕掛品 285 285

原材料及び貯蔵品 1,683 1,615

その他 1,786 952

貸倒引当金 △21 △24

流動資産合計 13,674 12,661

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,499 4,109

機械装置及び運搬具（純額） 4,846 2,511

土地 4,608 4,608

その他（純額） 328 1,703

有形固定資産合計 ※  15,282 ※  12,933

無形固定資産   

その他 40 42

無形固定資産合計 40 42

投資その他の資産   

投資有価証券 3,362 4,031

その他 856 866

投資その他の資産合計 4,219 4,897

固定資産合計 19,541 17,873

資産合計 33,216 30,534
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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   

支払手形及び買掛金 3,741 3,382

短期借入金 6,097 5,395

1年内返済予定の長期借入金 424 371

未払法人税等 277 371

賞与引当金 353 327

役員賞与引当金 16 －

その他 1,094 1,251

流動負債合計 12,004 11,099

固定負債   

長期借入金 1,454 1,696

退職給付引当金 708 697

役員退職慰労引当金 223 260

資産除去債務 33 －

その他 4,486 2,735

固定負債合計 6,906 5,389

負債合計 18,911 16,489

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 346 346

利益剰余金 11,837 11,206

自己株式 △6 △6

株主資本合計 13,381 12,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 727 1,123

評価・換算差額等合計 727 1,123

少数株主持分 196 171

純資産合計 14,305 14,045

負債純資産合計 33,216 30,534

日本カーリット㈱(4271)　平成23年3月期　第2四半期決算短信

6



（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) 

売上高 14,708 15,212

売上原価 12,479 12,362

売上総利益 2,228 2,849

販売費及び一般管理費 ※1  1,553 ※1  1,657

営業利益 674 1,192

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 61 57

持分法による投資利益 3 －

物品売却益 22 10

雑収入 47 22

営業外収益合計 135 91

営業外費用   

支払利息 49 48

持分法による投資損失 － 29

休止損失 10 －

雑損失 3 16

営業外費用合計 63 94

経常利益 745 1,189

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失   

固定資産除却損 24 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32

事業譲渡損 － 32

その他 0 5

特別損失合計 24 87

税金等調整前四半期純利益 721 1,116

法人税等 ※2  332 ※2  276

少数株主損益調整前四半期純利益 － 840

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11 24

四半期純利益 400 816
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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 721 1,116

減価償却費 663 612

売上債権の増減額（△は増加） △458 △278

たな卸資産の増減額（△は増加） 123 △257

仕入債務の増減額（△は減少） 207 337

その他 △84 △227

小計 1,172 1,302

災害損失の支払額 － △564

預り敷金及び保証金の受入による収入 1 －

法人税等の支払額 △85 △367

法人税等の還付額 85 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,173 373

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △330 △1,041

固定資産の売却による収入 138 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △49

その他 29 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △163 △1,098

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） △197 702

長期借入れによる収入 360 －

長期借入金の返済による支出 △472 △189

配当金の支払額 △184 △185

利息の支払額 △50 △47

その他 84 84

財務活動によるキャッシュ・フロー △459 363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 551 △361

現金及び現金同等物の期首残高 1,712 2,226

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,263 ※  1,864
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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）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

現に採用している売上集計区分等を利用して業種別に下記の通り分類しております。 

・化学品事業……………爆薬・信号用火工品・工業薬品・農薬・プラント(次亜塩素酸・二酸化塩素発生装置、

電極他) 

・電子材料事業…………電子材料・電子部品・シリコンウェーハ 

・ボトリング事業………清涼飲料ボトリング 

・その他の事業…………砥材(研削材、耐火材)・不動産 

  

〔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） 

在外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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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

  
化学品 

（百万円） 

 電 子
 材 料 
（百万円）

ボトリング
（百万円）

その他
（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 5,174 2,293 6,818 421 14,708  － 14,708 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
68   －  － 54 123 (123)  －

  計 5,242 2,293 6,818 476 14,831  (123) 14,708 

 営業利益 885 216 240 38 1,381 (706) 674 
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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。 

 当社グループは、製品・サービス別の事業部門を基本にして組織が構成されており、各事業部門は、取扱う製品・

サービス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、当社は、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、「化薬」「化学

品」「ボトリング」「シリコンウエーハ」の４つを報告セグメントとしております。 

 なお、事業部門別の主要な製品・サービスは次のとおりであります。 

  

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） 

 (注)「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、主要な製品・サービスは研削材、

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸であります。 

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） 

（注）その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。 

（追加情報） 

 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。 

  

事業部門 主 要 な 製 品 ・ サ ー ビ ス 

化  薬 産業用爆薬、自動車用緊急保安炎筒、信号炎管、危険性評価試験 

化 学 品 
塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、亜塩素酸ナトリウム、農薬、電極、有機導電材料、

光機能材料、イオン導電材料、機能性高分子固体電解コンデンサー、過塩素酸 

ボトリング 清涼飲料水のボトリング加工 

シリコン 

ウエーハ 
半導体用シリコンウエーハ、単結晶シリコンインゴット 

  （単位：百万円）   

  

報告セグメント
その他 
(注)  

合計
化薬 化学品

ボト
リング 

シリコン
ウエーハ

計

売上高               

外部顧客への売上高  1,923  3,982  6,937  1,268  14,111  1,100  15,212

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  95  －  －  96  493  589

計  1,923  4,077  6,937  1,268  14,208  1,593  15,801

セグメント利益（営業利益）  763  811  248  60  1,883  197  2,081

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計 1,883 

「その他」の区分の利益 197 

セグメント間取引消去 △5 

その他の調整額（注） △882 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,192 
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該当事項はありません。 

  

  

（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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