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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 135,018 31.5 18,780 ― 17,154 ― 9,114 ―

22年3月期第2四半期 102,704 △34.4 △1,717 ― △1,981 ― △1,400 ―

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 39.04 38.99
22年3月期第2四半期 △5.93 ―

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 283,711 110,750 37.8 463.58
22年3月期 281,053 108,072 37.2 443.19

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  107,142百万円 22年3月期  104,648百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 6.00 6.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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  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

通期 263,000 16.4 28,800 209.0 26,800 183.6 14,900 196.8 64.12



(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、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
基づく四半期連結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。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]４ページ 「２．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 242,075,556株 22年3月期  242,075,556株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  10,958,567株 22年3月期  5,952,919株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 233,436,293株 22年3月期2Q 236,089,624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、中国・アジア需要の好調、政府の経済対策の効果等により

景気に持ち直しの動きが見られるようになり、回復基調で推移いたしました。一方で、海外景気の下振れ懸念や為

替レート・株式市場の急激な変動など、景気を下押しするリスクも徐々に強まってまいりました。 

石油化学業界におきましても、中国をはじめとする新興国市場向け輸出が拡大するなど需要が堅調に推移した

一方、円高の進行や原油、ナフサ等の原料価格の再上昇といった収益圧迫要因も顕在化しはじめ、依然予断を許さ

ない状況が続いております。 

当社グループはこのような環境のもとで、引き続き「ＺΣ運動」による徹底したコスト削減に努めるととも

に、エラストマー素材事業におきましては販売価格の改定、高機能材料事業におきましては付加価値の高い新製品

の開発と事業拡大に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,350億18百万円（前年同期比31.5％増）、営業利益は187億

80百万円（前年同期は17億17百万円の営業損失）、経常利益は171億54百万円（前年同期は19億81百万円の経常損

失）、四半期純利益は91億14百万円（前年同期は14億円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

（エラストマー素材事業部門） 

合成ゴムの国内販売は、主要用途であるタイヤ・自動車関連部品の生産回復や顧客のアジア向け輸出の好調、

原料高に対応した価格改定の実施等により、販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回りました。輸出につきま

しても、円高の進行に伴う影響はあったものの、中国を中心とするアジア向け輸出が好調に推移し、市況の回復に

伴う価格改定を行ったこと等により、販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回りました。海外子会社は、世界

経済の回復を受け米国子会社、英国子会社のいずれも販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回りました。この

結果、合成ゴム全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回りました。 

合成ラテックスの国内販売は、製紙用途向けが不調であったことから販売数量は前年同期にわずかに至りませ

んでしたが、手袋用途および一般工業用途向けが好調であったことから、売上高は前年同期を上回りました。輸出

につきましては、手袋用途および一般工業用途向けが好調に推移し、販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回

りました。この結果、合成ラテックス全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回りました。 

化成品の国内販売は、需要の回復により販売数量、売上高とも前年同期を上回りました。輸出につきまして

も、需要回復に加え競合メーカーによる生産調整に伴い引合いが増え、販売数量、売上高とも前年同期を上回りま

した。タイの石油樹脂子会社は、国内の道路需要回復に加え、輸出需要の回復により、販売数量、売上高とも前年

同期を大きく上回りました。この結果、化成品全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を上回りました。 

以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は856億57百万円（前年同期比41.0％増）、営業利益は

139億34百万円（前年同期は６億74百万円の営業損失）となりました。 

  

（高機能材料事業部門） 

高機能樹脂関連では、光学レンズ用途・医療用途向け樹脂（ゼオネックス）、汎用樹脂（ゼオノア）ともに輸

出向けを中心に好調であったことから、販売数量、売上高とも前年同期を上回りました。 

高機能部材関連では、光学フィルムの韓国大手液晶パネルメーカーへの供給が順調に推移したこと等により、

販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回りました。この結果、高機能樹脂および部材全体では売上高、営業利

益ともに前年同期を上回りました。 

情報材料関連では、トナー、電池材料およびエッチング用ガスは販売数量、売上高とも前年同期を上回りまし

た。この結果、情報材料全体では売上高は前年同期を上回りましたが、営業利益は前年同期にわずかに至りません

でした。 

化学品関連では、合成香料は昨年夏以降回復基調であった需要が世界同時不況前の水準に戻ったことに加え、

拡販努力が功奏し販売数量、売上高とも前年同期を上回りました。特殊化学品も、香料用の需要回復や拡販により

好調に推移し、販売数量、売上高とも前年同期を大きく上回りました。この結果、化学品全体では売上高、営業利

益ともに前年同期を上回りました。 

以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は268億83百万円（前年同期比19.8％増）、営業利益は45億22百

万円（前年同期は６億42百万円の営業損失）となりました。 

  

（その他の事業部門） 

 その他の事業においては、子会社の商事部門の売上高が前年同期を上回りました。 

 以上の結果、その他の事業部門全体の売上高は230億96百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益は２億75百万

円（前年同期は３億85百万円の営業損失）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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（注）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が、セグメント区分の変更がないため、前年同期における事業の種類別セグメン

ト情報との比較数値を記載しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、2,837億11百万円（前連結会計年度末比26億58百万円増加）となりま

した。これは主として、有形固定資産、投資有価証券等が減少したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金、

未収入金、たな卸資産等が増加したことによるものであります。 

 負債は、1,729億61百万円（前連結会計年度末比20百万円減少）となりました。これは主として、支払手形及び

買掛金、未払法人税等が増加したものの、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金等が減少したことに

よるものであります。 

 純資産は、1,107億50百万円（前連結会計年度末比26億78百万円増加）となりました。これは主として、配当金

支払、自己株式の取得、その他有価証券評価差額金の減少等による減少を四半期純利益が上回ったことによるもの

であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は当初の予想を上回ったものの、急激な円高進行やナフサ等原材料価格の上昇

等、収益圧迫要因が顕在化しつつあり、依然予断を許さない状況にあります。 

 このような情勢の下、通期の連結業績予想について、売上高2,630億円（前期比16.4％増）、営業利益288億円

（同209.0％増）、経常利益268億円（同183.6％増）、当期純利益149億円（同196.8％増）に修正いたします。な

お、通期業績における下期の前提については、為替レートを80円／＄、ナフサ価格を平均44千円／klと想定してお

ります。 

 なお、平成22年７月28日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  259,000  26,000  24,500  13,700  58  96

今回修正予想（Ｂ）  263,000  28,800  26,800  14,900  64  12

増減額（Ｂ－Ａ）  4,000  2,800  2,300  1,200 －   

増減率（％）  1.5  10.8  9.4  8.8 －   

前期実績  225,878  9,319  9,448  5,020  21  26
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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簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

 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

行う方法により算定しております。 
  
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ましては、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

生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、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、また、著しい変化が認められた場合は、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法に

よっております。 

  

②特有の会計処理 

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 

・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 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ２百万円、税金等調整前四半期純利

益は654百万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 12,114 7,378

受取手形及び売掛金 62,899 61,540

商品及び製品 28,754 28,762

仕掛品 3,241 2,322

原材料及び貯蔵品 8,016 7,253

未収入金 22,059 19,319

繰延税金資産 3,706 3,499

その他 3,097 1,631

貸倒引当金 △62 △71

流動資産合計 143,826 131,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,219 34,028

機械装置及び運搬具（純額） 43,702 49,098

土地 13,919 13,932

建設仮勘定 7,979 8,863

その他（純額） 2,163 2,452

有形固定資産合計 101,982 108,373

無形固定資産   

のれん 708 839

その他 3,384 3,288

無形固定資産合計 4,092 4,127

投資その他の資産   

投資有価証券 27,302 31,135

繰延税金資産 2,520 1,486

その他 4,380 4,716

貸倒引当金 △392 △416

投資その他の資産合計 33,811 36,920

固定資産合計 139,885 149,421

資産合計 283,711 281,053
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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 55,386 48,349

短期借入金 19,324 23,128

コマーシャル・ペーパー － 5,999

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 5,060 726

賞与引当金 1,178 1,029

その他の引当金 2,352 1,126

その他 10,578 11,773

流動負債合計 103,878 102,131

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 44,935 46,571

繰延税金負債 566 629

退職給付引当金 10,206 10,682

環境対策引当金 844 844

その他の引当金 275 626

その他 2,257 1,498

固定負債合計 69,083 70,850

負債合計 172,961 172,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,374

利益剰余金 79,013 70,963

自己株式 △8,143 △5,371

株主資本合計 113,455 108,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,741 3,482

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △6,730 △5,632

年金負債調整額 △1,325 △1,378

評価・換算差額等合計 △6,313 △3,529

新株予約権 208 185

少数株主持分 3,400 3,239

純資産合計 110,750 108,072

負債純資産合計 283,711 281,053
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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) 

売上高 102,704 135,018

売上原価 84,747 95,316

売上総利益 17,957 39,701

販売費及び一般管理費 19,674 20,921

営業利益又は営業損失（△） △1,717 18,780

営業外収益   

受取利息 46 36

受取配当金 343 383

負ののれん償却額 44 －

持分法による投資利益 13 －

補助金収入 219 －

雑収入 353 440

営業外収益合計 1,017 859

営業外費用   

支払利息 649 595

為替差損 252 1,693

休止固定資産減価償却費 249 －

雑損失 131 197

営業外費用合計 1,281 2,485

経常利益又は経常損失（△） △1,981 17,154

特別利益   

固定資産売却益 － 29

投資有価証券売却益 218 －

貸倒引当金戻入額 － 14

その他 16 1

特別利益合計 233 44

特別損失   

固定資産処分損 79 980

減損損失 242 －

投資有価証券評価損 － 1,089

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 651

その他 39 14

特別損失合計 360 2,734

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（△）

△2,108 14,464

法人税等 △703 5,104

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,360

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 246

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,400 9,114
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,108 14,464

減価償却費 10,007 10,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △575 △357

その他の引当金の増減額（△は減少） － 970

受取利息及び受取配当金 △388 △419

支払利息 649 595

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,089

固定資産処分損益（△は益） － 980

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 651

売上債権の増減額（△は増加） △6,705 △2,697

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,325 △1,974

仕入債務の増減額（△は減少） 10,252 8,385

その他 △9,439 △6,171

小計 15,016 25,732

利息及び配当金の受取額 384 593

利息の支払額 △654 △599

補助金の受取額 623 535

法人税等の支払額 △345 △912

法人税等の還付額 3,106 223

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,131 25,572

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 △6,952 △4,325

無形固定資産の取得による支出 △239 △504

その他 436 329

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,755 △4,499

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） △4,539 △4,015

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △19,989 △5,999

長期借入れによる収入 15,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,317 △1,300

自己株式の取得による支出 － △2,773

配当金の支払額 △708 △1,412

少数株主への配当金の支払額 △63 △9

その他 △16 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,632 △15,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 178 △458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79 5,078

現金及び現金同等物の期首残高 5,008 6,912

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

70 124

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,000 12,114
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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製品 

(1）事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2)各事業区分の主要製品 

  

  〔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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……………アメリカ 

(2)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア 

 (3)アジア…………タイ、シンガポール、韓国、中国   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
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  60,290 22,444 19,969 102,704  -  102,704

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 466 - 351 817 (817)  -

計  60,756 22,444 20,320 103,520 (817)  102,704

営業利益（△営業損失）  △674 △642 △385 △1,701 (15)  △1,717

事業区分 主要製品

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 
  

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製

品等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポ

リマー成型品） 
  

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコン

パウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
  

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（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  82,825  6,544  5,586  7,748  102,704  －  102,704

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 10,944  1,963  235  917  14,060  (14,060)  －

計  93,770  8,506  5,821  8,666  116,763  (14,060)  102,704

営業利益（△営業損失）  △668  △1,470  △161  160  △2,139  423  △1,717
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  〔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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域……ブラジル、オーストラリア 

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〕 

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、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。 

当社は、本社に製商品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製商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、当社は、事業部を基礎とした製商品別のセグメントから構成されており、「エラストマー素材事

業」及び「高機能材料事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「エラストマー素材事業」は、合成ゴム、合成ラテックス及び化成品等を生産、販売しております。「高機能

材料事業」は、高機能樹脂、高機能部材、情報材料及び化学品等を生産、販売しております。 
  

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） 

（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、建設・住宅部材等の販売

等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

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。 
  

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  

該当事項はありません。 
  

（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。   
  

 該当事項はありません。   

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,147  8,806  26,499  905  45,356

Ⅱ 連結売上高（百万円）          102,704

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 8.9  8.6  25.8  0.9  44.2

  

報告セグメント
その他

（百万円）
（注１） 

合計
（百万円） 

調整額 
（百万円） 
（注２）  

四半期連結損
益計算書 
計上額 

（百万円） 
（注３） 

エラストマー
素材事業 
（百万円） 

高機能材料
事業 

（百万円）

計
（百万円）

売上高              

外部顧客への売上

高 
 85,106  26,883  111,989  23,029  135,018  －  135,018

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 551  －  551  67  618  △618  －

計  85,657  26,883  112,540  23,096  135,635  △618  135,018

セグメント利益  13,934  4,522  18,456  275  18,730  50  18,780

（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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