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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,348 2.4 98 1,175.2 103 1,162.7 46 1,174.5
22年3月期第2四半期 3,269 △21.9 7 △95.4 8 △96.9 3 △97.7

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 31.87 ―
22年3月期第2四半期 2.50 ―

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 3,475 1,726 49.7 1,174.54
22年3月期 3,074 1,679 54.6 1,142.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,726百万円 22年3月期  1,679百万円

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 ― 14.00 ― ― 14.00
23年3月期 ― 7.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 15.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 7,200 9.3 90 49.5 120 104.4 70 154.3 47.63

                 



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 1,521,910株 22年3月期  1,521,910株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  52,401株 22年3月期  52,326株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 1,469,571株 22年3月期2Q 1,469,624株

※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報告書のレビュー手続きの対象ではありませんが、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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間における我が国の経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や政府の経済政策等を背景

に、企業収益も改善し、景気も緩やかながら回復の兆しが見られました。  

 しかしながら、米国や欧州を中心とした海外経済に対する先行き不安や急激な円高等、景気が下振れするリスクが

強まってきており、先行き不透明な状態で推移しております。  

 当社が属する情報サービス産業においては、IT投資に対する慎重な姿勢が続き、市場が縮小する中で、受注・価格

競争が厳しくなっております。  

 このような環境下において、当社は次の重点施策に取組みました。  

 事業戦略では、事業の整備・拡充策として、ソリューション提案による新規顧客の開拓に取組みました。 

 その結果、新規顧客２社を開拓すると共に、コンサル業務に参画することができました。 

 又、海外オフショア開発の積極的な活用を図り、ガス会社向け基幹システムにおいて、開発や統合テストも順調に

終え、運用開始に至っております。 

 ユビキタス事業では、事業推進の為の各種展示会へ積極的に出展し、ソリューションの紹介と共に共同開発先の開

拓に注力致しました。 

 「福岡スマートハウスコンソーシアム」では、福岡市が提供する住宅の家庭内エネルギー制御の実証実験にZigBee

無線による通信装置の分野で参画しております。  

 更に、ハードウェア対応の品質マネジメント・システム認証取得に着手しました。  

 コーポレート戦略では、スキル意欲の向上とキャリア形成の促進策として、新人事制度に沿った教育体系及び研修

カリキュラムの見直しに着手しました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は1,861百万円と前年同期比9.5％の増収となり、営業利益は117百万

円と前年同期比80.5％の増益、経常利益は117百万円と前年同期比77.8％の増益、四半期純利益は73百万円と前年同

期比13.2％の増益となりました。 

 これにより、当第２四半期累計期間の売上高は3,348百万円と前年同期比2.4％の増収となり、営業利益は98百万円

と前年同期比1,175.2％の増益、経常利益は103百万円と前年同期比1,162.7％の増益、四半期純利益は46百万円と前

年同期比1,174.5％の増益となりました。 

  

 セグメント別の状況は、次の通りであります。 

①ビジネス事業 

 当第２四半期会計期間の売上高は、868百万円と前年同期比9.6％の増収となり、当第２四半期累計期間の売上高

は、1,624百万円と前年同期比8.7％の増収となりました。 

 当第２四半期会計期間での内訳として、インフォメーション分野は594百万円で前年同期比14.5％の増収、金融分

野は274百万円で前年同期比0.4％の増収となりました。 

 当第２四半期累計期間での内訳として、インフォメーション分野は1,063百万円で前年同期比10.8％の増収、金融

分野は560百万円で前年同期比4.9％の増収となりました。 

 当第２四半期会計期間末の受注残高は、675百万円と前年同期比18.2％の増加となりました。 

 内訳として、インフォメーション分野が463百万円で前年同期比22.3％の増加、金融分野は211百万円で前年同期比

10.2％の増加となっています。 

 インフォメーション分野の受注は拡大基調にあり、金融分野は第１四半期末は減少したものの増加に転じて、回復

の兆しが見受けられます。 

  

②エンジニアリング事業 

 当第２四半期会計期間の売上高は、899百万円と前年同期比0.1％の微減収となり、当第２四半期累計期間の売上高

は、1,563百万円と前年同期比11.4％の減収となりました。 

 当第２四半期会計期間での内訳として、通信分野は194百万円で前年同期比13.4％の減収、制御分野は291百万円で

前年同期比9.3％の増収、組込み分野は413百万円で前年同期比1.0％の増収となっています。 

 当第２四半期累計期間での内訳として、通信分野は329百万円で前年同期比24.3％の減収、制御分野は511百万円で

前年同期比2.7％の減収、組込み分野は722百万円で前年同期比10.1％の減収となっています。 

 当第２四半期会計期間末の受注残高は、814百万円と前年同期比12.5％の増加となりました。  

 内訳として、通信分野が128百万円で前年同期比37.2％の減少となったものの、制御分野は297百万円で前年同期比

30.8％の増加、組込み分野は387百万円で前年同期比33.1％の増加となっております。  

 通信分野は依然として厳しい状況が続いていますが、制御分野、組込み分野は回復の兆しが見受けられます。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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③ユビキタス事業 

 当第２四半期会計期間の売上高は、93百万円と前年同期比1,274.2％の増収となり、当第２四半期累計期間の売上

高は、160百万円と前年同期比1,390.4％の増収となりました。 

 主な状況としては、RFID応用製品、ZigBee、PLCとセンサを組合わせたセンサ・ネットワークに関する引合い及び

共同開発案件が増加しつつあります。  

 当第２四半期会計期間末の受注残高は、54百万円と前年同期比1,704.2％で大幅な増加となり、金額は小さいもの

の、徐々に拡大する傾向にあります。 

  

（２）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  

 当第２四半期会計期間末における貸借対照表の「資産合計」は、3,475百万円と前事業年度末に比べ400百万円増加

となりました。  

 その内訳として、「流動資産」は、2,416百万円と前事業年度末に比べ437百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、現金及び預金が697百万円と前事業年度末に比べ425百万円増加したことによります。  

 「固定資産」は、1,058百万円と前事業年度末に比べ36百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響等により、投資その他の資産が477百万円と前事

業年度末に比べ24百万円減少したことによります。  

 一方、「流動負債」は、869百万円と前事業年度末に比べ101百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、買掛金が272百万円と前事業年度末に比べ25百万円増加し、賞与引当金が271百万円と前事

業年度末に比べ26百万円増加したことによります。  

 又、長期借入の内、１年以内返済予定の長期借入金が73百万円増加しております。  

 「固定負債」は、879百万円と前事業年度末に比べ251百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、今後の外部委託等の資金需要増が見込まれることから、運転資金として長期借入金を調達

したことにより226百万円増加しております。 

 又、退職給付引当金が582百万円と前事業年度末に比べ26百万円増加したことによります。  

 これにより、「負債合計」は、1,749百万円と前事業年度末に比べ353百万円増加しました。  

 「純資産」は、1,726百万円と前事業年度末に比べ46百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、利益剰余金が1,092百万円と前事業年度末に比べ46百万円増加したことによります。  

 以上の結果、「自己資本比率」は、49.7％となり、前事業年度末に比べ4.9ポイント下降しています。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前第２四半期会計期間末に比べ445百万円増加（前年同

期は41百万円減少）し、当第２四半期会計期間末には697百万円（前年同期は252百万円）となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、119百万円増加（前年同期は222百万円増加）となりました。 

 この主な要因としては、税引前四半期純利益が82百万円となった他、賞与引当金の増加により26百万円増加、退職

給付引当金の増加により26百万円増加したこと等によります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、８百万円増加（前年同期は25百万円増加）となりました。 

 この主な要因としては、投資有価証券の取得による支出で３百万円減少、無形固定資産の取得による支出で２百万

円減少したものの、保険積立金の解約による収入で17百万円増加したこと等によります。 

 以上により、フリー・キャッシュ・フローは、128百万円増加（前年同期は247百万円増加）となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、297百万円増加（前年同期は36百万円減少）となりました。 

 主な要因としては、長期借入れによる収入で300百万円増加したこと等によります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期 第３四半期以降の事業環境の見通しですが、日銀短観によると、平成22年度の設備投資計画は大

企業全産業で前年度比2.4％増となったものの、前回６月調査の4.4％増から2.0ポイントのダウンとなりました。  

 補助金等の政策効果の息切れに加え、米景気の先行き不安や、急激な円高から輸出環境の変調を背景に、業況は悪

化するとの見方が広がり、設備投資計画に対する慎重さは変わらない状況にあります。  

 このような環境下において、通期の業績見通しは、売上面では、第２四半期末の受注残から見て、受注は徐々に回

復してきているものの、第３四半期以降は先行きに不透明感が残ることから、期初予想通りと見込んでおります。  

 利益面では、増収効果から稼働率の上昇につれて売上原価の改善が進むことと、販売管理費では第２四半期迄に計

画していた一部の教育投資、研究開発投資を第３四半期以降に先送りしたこと、更には期末に退職給付費用が増額と

なる数理計算上の差異を新たに織込んだことから、平成23年３月期の通期の業績見通しは、期初予想通りと見ており

ます。  
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 売上高は7,200百万円と前年同期比9.3％の増収となる見通しであります。  

 営業利益は90百万円と前年同期比49.5％の増益、経常利益は120百万円と前年同期比104.4％の増益、当期純利益は

70百万円と前年同期比154.3％の増益を見込んでおります。 

 尚、株主還元策として、配当性向を30％以上を目処として、年間配当計画２回の基本方針に基づき、平成23年３月

期は、１株につき年間15円（中間配当７円、期末配当８円）を予定しております。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業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場合に、前事業年度末において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しております。 

  

②．棚卸資産の評価方法 

四半期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、前事業年度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する方法を採用しております。 

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

を行う方法を採用しております。 

  

③．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は、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する方法を採用

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は、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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、前事業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を採用しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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等の適用） 

 第１四半期会計期間より、「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、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ 千円減少しております。 

 又、適用初年度の期首において、前期以前の負担に属する金額を当期の損失（特別損失）として計上したことか

ら、税引前四半期純利益は、 千円減少しております。 

 尚、当会計基準等の適用開始による敷金及び保証金の変動額は、 千円であります。 

  

②表示方法の変更 

 （四半期損益計算書）  

 前第２四半期累計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「保険返戻金」は、営業

外収益総額の100分の20を超えた為、当第２四半期累計期間では区分掲記する事としました。 

 尚、前第２四半期累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「保険返戻金」は777千円であります。 

 又、前第２四半期会計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「保険配当金」は、

営業外収益総額の100分の20を超えた為、当第２四半期会計期間では区分掲記する事としました。 

 尚、前第２四半期会計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「保険配当金」は781千円であります。 

  

２．その他の情報

515

13,105

12,590
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 697,932 272,284

受取手形及び売掛金 1,353,367 1,363,622

商品及び製品 18 18

仕掛品 116,672 109,324

原材料及び貯蔵品 39,547 20,798

その他 212,428 216,760

貸倒引当金 △3,248 △3,272

流動資産合計 2,416,718 1,979,535

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 188,351 197,247

有形固定資産合計 559,520 568,416

無形固定資産 21,834 24,852

投資その他の資産 477,199 501,690

固定資産合計 1,058,554 1,094,959

資産合計 3,475,272 3,074,495

負債の部   

流動負債   

買掛金 272,581 247,351

1年内返済予定の長期借入金 73,200 －

未払金 87,508 96,148

未払法人税等 42,498 59,393

賞与引当金 271,400 245,000

工事損失引当金 2,874 5,049

その他 119,203 114,340

流動負債合計 869,266 767,282

固定負債   

長期借入金 226,800 －

退職給付引当金 582,912 556,884

役員退職慰労引当金 － 67,360

その他 70,282 3,753

固定負債合計 879,994 627,998

負債合計 1,749,261 1,395,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 1,092,192 1,045,344

自己株式 △70,693 △70,642

株主資本合計 1,726,011 1,679,214

純資産合計 1,726,011 1,679,214

負債純資産合計 3,475,272 3,074,495
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,269,606 3,348,690

売上原価 2,649,836 2,649,160

売上総利益 619,769 699,530

販売費及び一般管理費 612,052 601,119

営業利益 7,717 98,410

営業外収益   

受取利息 25 10

保険返戻金 － 7,658

保険取扱手数料 1,249 1,117

雑収入 3,240 1,660

営業外収益合計 4,514 10,446

営業外費用   

支払利息 94 130

売上債権売却損 2,348 3,522

コミットメントフィー 1,495 1,158

雑損失 58 58

営業外費用合計 3,996 4,870

経常利益 8,235 103,987

特別利益   

貸倒引当金戻入額 721 24

特別利益合計 721 24

特別損失   

投資有価証券評価損 304 －

固定資産除却損 166 4

保険積立金解約損 3,593 8,827

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

特別損失合計 4,065 21,423

税引前四半期純利益 4,891 82,588

法人税等 1,215 35,741

四半期純利益 3,675 46,847
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,699,489 1,861,020

売上原価 1,339,687 1,452,444

売上総利益 359,801 408,575

販売費及び一般管理費 294,654 291,003

営業利益 65,147 117,571

営業外収益   

受取利息 12 5

保険配当金 － 1,004

保険取扱手数料 620 531

雑収入 1,958 545

営業外収益合計 2,591 2,087

営業外費用   

支払利息 － 115

売上債権売却損 1,005 1,551

コミットメントフィー 745 498

雑損失 － 197

営業外費用合計 1,750 2,362

経常利益 65,988 117,296

特別損失   

貸倒引当金繰入額 497 927

固定資産除却損 5 4

保険積立金解約損 － 7,821

特別損失合計 502 8,754

税引前四半期純利益 65,485 108,542

法人税等 609 35,134

四半期純利益 64,876 73,408
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 4,891 82,588

減価償却費 35,864 14,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） △721 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,900 26,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,094 26,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,400 △67,360

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △2,174

受取利息及び受取配当金 △25 △10

保険返戻金 － △7,658

支払利息 94 130

有形固定資産除却損 166 4

投資有価証券評価損益（△は益） 304 －

保険解約損益（△は益） 3,593 8,827

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

売上債権の増減額（△は増加） 267,171 10,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,952 △26,097

前払費用の増減額（△は増加） 381 779

仕入債務の増減額（△は減少） △103,513 25,230

前受金の増減額（△は減少） 9,301 △2,763

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,700 △1,125

長期未払金の増減額（△は減少） － 67,420

その他 △752 4,192

小計 222,005 171,862

利息及び配当金の受取額 16 12

利息の支払額 △94 △337

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 692 △52,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,619 119,261

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 △5,664 △1,060

無形固定資産の取得による支出 － △2,720

投資有価証券の取得による支出 － △3,500

敷金及び保証金の回収による収入 37,521 1,728

保険積立金の解約による収入 6,854 17,804

その他 △13,374 △3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,337 8,877

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 300,000

配当金の支払額 △32,227 △164

自己株式の取得による支出 － △50

その他 △3,789 △2,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,017 297,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,938 425,648

現金及び現金同等物の期首残高 40,507 272,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 252,446 697,932
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 該当事項はありません。  

  

  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より「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）を適用しています。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位の内、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為に、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社が営む事業は、内部管理上採用している次の３つの事業領域（事業）で取り組んでおり、報告セグメン

トとしております。 

 ビジネス事業では、企業情報システムの開発や顧客が提供するサービスのシステム化を受託しております。

 エンジニアリング事業では、社会インフラのシステム構築や顧客の製品開発を受託しております。 

 ユビキタス事業では、ユビキタス・ソリューションの開発やこれを商品化した製品の販売をしております。

  

２．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）        単位：千円 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△319,221千円は全社費用であり、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。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 当第２四半期会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）        単位：千円 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△142,724千円は全社費用であり、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。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 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）セグメント情報等

  
ビジネス 

事業 

エンジニア

リング事業

ユビキタス

事業 
計 

調整額 

（注）１ 

四半期損益計算書

計上額（注）２ 

 売上高                                     

 外部顧客への売上高 1,624,061 1,563,741 160,887 3,348,690 － 3,348,690

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － －

計 1,624,061 1,563,741 160,887 3,348,690 － 3,348,690

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
216,075 204,624 △3,067 417,632 △319,221 98,410

  
ビジネス 

事業 

エンジニア

リング事業

ユビキタス

事業 
計 

調整額 

（注）１ 

四半期損益計算書

計上額（注）２ 

 売上高                                     

 外部顧客への売上高 868,270 899,634 93,115 1,861,020 － 1,861,020

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
－ － － － － －

計 868,270 899,634 93,115 1,861,020 － 1,861,020

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
120,531 134,821 4,942 260,296 △142,724 117,571

（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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