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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 1,280 △27.8 △459 ― △506 ― △853 ―

22年3月期第2四半期 1,774 △53.6 △155 ― △179 ― △182 ―

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 △21,151.89 ―

22年3月期第2四半期 △4,511.65 ―

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 1,986 549 27.4 13,475.71
22年3月期 2,840 1,420 49.8 35,031.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  543百万円 22年3月期  1,413百万円

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）

― 0.00 0.00

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 2,300 △29.0 △830 ― △880 ― △1,290 ― △31,963.13



(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 
 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信［添付資料］P.3 「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （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.3 「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 40,560株 22年3月期  40,560株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  201株 22年3月期  201株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 40,359株 22年3月期2Q 40,359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、政府の経済政策などにより個人消費の一部には改

善の兆しが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しい状況が続き、株価の低迷や急激な円高の進行

なども重なり、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような事業環境のもと、売上高は、当社製品の主力な分野である携帯電話向けヒンジ等につきま

しては、国内の携帯電話市場においてスマートフォンを除く需要が低迷しており、海外市場では、新興

国での需要回復は見られるものの、円高要因も加味され価格競争が一段と激化しており、当セグメント

の売上高は厳しい状況で推移致しました。 

ノートパソコン向けヒンジにつきましては、懸案でありました技術問題、品質問題はほぼ解決したも

のの、立上げの遅れが響いたことにより、当初予定していた受注を下回りました。売上高全体としまし

ては、対前年同四半期と比較して493百万円の減少となりました。 

 利益面につきましては、原材料の現地調達化や設計の改善などをさらに推進してコストの削減を図

りながら、引き続き販売管理費の圧縮を進めましたが、売上高の減少をまかなうには至らず、営業損失

以下の損失額が、前年同四半期連結累計期間と比較して大幅に増加いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 百万円(前年同期比

27.8％減）、営業損失 百万円(前年同期営業損失 百万円）、経常損失 百万円(前年同期経常損

失 百万円）となりました。 

また、大幅な売上減少にも耐えられる構造とするべく、連結子会社である喜多倍利精密部件（広州）

有限公司の生産機能を外部委託するなど製造固定費に加えて販売管理費の一層の削減を目的とした経営

合理化策を進めております。これらの施策にともない棚卸資産の処分や機械設備の除却などを見込んで

おり、加えて当社グループ全体での人員合理化などもあわせて実施する予定です。これらの経営合理化

策によって発生が見込まれる一時的な損失327百万円を事業構造改善費用として特別損失に計上したこ

となどにより、四半期純損失は 百万円(前年同期四半期純損失 百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 携帯電話向けヒンジ等 

 当第２四半期連結累計期間における携帯電話向けヒンジ等につきましては、前述いたしました理

由により、国内・海外とも厳しい状況で推移し、売上高1,092百万円、営業損失269百万円となりま

した。 

② ノートパソコン向けヒンジ 

 ノートパソコン向けヒンジにつきましては、技術問題などはほぼ解決したものの立上げの遅れが

響いたことで固定費を吸収できるまでの売上規模に至らず、売上高188百万円、営業損失189百万円

となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ＜資産＞ 

 資産合計は、 百万円（前連結会計年度末比30.1％減）となりました。 

うち、流動資産は、 百万円（前連結会計年度末比34.3％減）となりましたが、現金及び預金

が 百万円（前連結会計年度末比62.7％減）、受取手形及び売掛金が 百万円（前連結会計年度末

比10.0％減）へと減少したことが流動資産減少の主な要因となっております。 

固定資産は、 百万円（前連結会計年度末比1.9％減）となりましたが、生産機能の外部委託が予

定されている連結子会社の喜多倍利精密部件（広州）有限公司において減損損失を計上したことなど

により有形固定資産が 百万円（前連結会計年度末比9.7％減）へと減少したことが、固定資産減少

の主な要因となっております。 

 ＜負債＞ 

 負債合計は、 百万円（前連結会計年度末比1.2％増）となりました。 

買掛金が 百万円（前連結会計年度末比20.5％減）、長期借入金が619百万円（前連結会計年度末

比5.2％減）となりましたが、当第２四半期連結累計期間において事業構造改善引当金54百万円をあ

らたに計上したことに加えて、短期借入金が 百万円（前連結会計年度末比15.4％増）へと増加し

たことが負債増加の主な要因です。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 ＜純資産＞ 

純資産合計は、 百万円（前連結会計年度末比61.3％減）となりました。 

四半期純損失 百万円を計上した結果、利益剰余金が 百万円（前連結会計年度末152百万

円）へと減少したことが純資産減少の主な要因です。 

  

（キャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期残高は、

前連結会計年度末と比較して 百万円減少（前年同期は 百万円の増加）し、437百万円となりまし

た。 

当期における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同期は 百万円の収入）となりまし

た。税金等調整前四半期純損失が 百万円となり、売上債権の減少による収入 百万円およびたな卸

資産の減少による収入が 百万円、仕入債務の減少による支出が 百万円となったことが主な要因であ

ります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりまし

た。金型等の有形固定資産の取得による支出が 百万円およびその他投資の取得による支出が 百万円

となったことが主な要因であります。 

 （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 百万円の収入（前年同期は 百万円の収入）で、短期借入

金の増加による収入が 百万円および長期借入金の返済による支出が 百万円となったことが主な要因

であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年10月29日公表の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関す

るお知らせ」から変更はありません。 

  

  

（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 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法  

 減価償却の方法として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する方法によっております。 

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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。 

④ 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

乗じて計算する方法を採用しております。ただし当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれな

いため、法人住民税均等割額は年間発生見積額の２分の１に相当する金額を計上しております。 
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２．その他の情報
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（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] 
  
① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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、営業損失及び経常損失は、それぞれ459

千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は、8,024千円増加しております。 

② 社宅料収入の計上区分の変更 

 前連結会計年度の第３四半期連結会計期間以前におきましては、社宅家賃費用は販売費及び一

般管理費に計上し、その社宅家賃費用の従業員負担分につきましては営業外収益の「社宅料収

入」に計上しておりました。 

 平成22年１月に実施いたしました組織変更にともない社宅利用者に対する扱いを整備すること

とし、従業員負担分につきましては、前連結会計年度より販売費及び一般管理費から控除してお

ります。 

 そのため、前第２四半期連結累計期間と当第２四半期連結累計期間で「社宅料収入」の計上区

分が異なっております。なお、前第２四半期連結累計期間に変更後の計上区分を適用した場合、

当該期間の販売費及び一般管理費は1,556千円減少し、営業損失は同額減少いたしますが、経常損

失、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  
  
［表示方法の変更] 
  
 「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

損失」の科目で表示しております。 

  

 （４）追加情報 

① 事業構造改善引当金 

 経営合理化策の実行にともなう事業構造改善費用の支出に備えるため、特別退職金などの費用

を合理的に見積り、当第２四半期連結会計期間より計上しております。 

  

 （５）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   
 当社グループは、主力とする携帯電話事業分野での需要低迷と当社新製品市場投入の遅れに加

え、ノートパソコン分野でも顧客との技術問題の解決が長引き、本格量産までの時間を要したこ

とから、当第２四半期連結累計期間において営業損失を計上し、前連結会計年度に引き続き、当

連結会計年度においても継続的な営業損失となる見込みです。この結果、当社グループが将来に

わたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる状況（重要事象等）が存在して

いますが、携帯電話事業分野での当社新製品市場投入とノートパソコン分野における顧客との取

引関係が確立されるに従って売上高の回復が見込まれることに加え、連結子会社である喜多倍利

精密部件（広州）有限公司の生産縮小および大幅な人員合理化等の経営改革の取り組みや資金繰

り計画に関して、親会社である株式会社アドバネクスおよびそのグループ企業の支援を受けなが

ら進めることで、この問題は回避できるものと判断しています。 

 また、取引金融機関に以上の状況を説明しており、期間が満了した借入金及び借入枠の契約が

更新されております。以上の結果、事業継続にあたり、重要な不確実性は存在していないと判断

しております。 
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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：千円）

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 437,096 1,170,302

受取手形及び売掛金 738,872 821,394

商品及び製品 120,519 99,217

原材料及び貯蔵品 137,695 219,066

その他 185,051 156,182

貸倒引当金 △144 △116

流動資産合計 1,619,089 2,466,046

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,013 123,820

機械装置及び運搬具（純額） 24,797 18,914

工具、器具及び備品（純額） 139,219 144,399

建設仮勘定 2,383 3,457

有形固定資産合計 262,414 290,592

無形固定資産   

ソフトウエア 17,324 20,624

その他 1,045 1,045

無形固定資産合計 18,370 21,670

投資その他の資産   

投資有価証券 14,683 14,683

その他 71,455 47,169

投資その他の資産合計 86,139 61,853

固定資産合計 366,923 374,116

資産合計 1,986,013 2,840,163

負債の部   

流動負債   

買掛金 194,184 244,370

短期借入金 450,000 390,000

1年内返済予定の長期借入金 68,640 68,640

未払法人税等 5,777 5,221

事業構造改善引当金 54,157 －

その他 112,114 125,895

流動負債合計 884,874 834,128

固定負債   

長期借入金 551,280 585,600

固定負債合計 551,280 585,600

負債合計 1,436,154 1,419,728

㈱ストロベリーコーポレーション(3429)平成23年３月期　第２四半期決算短信

5



（単位：千円）

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 732,075 732,075

資本剰余金 547,325 547,325

利益剰余金 △701,415 152,253

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 558,432 1,412,101

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △14,565 1,750

評価・換算差額等合計 △14,565 1,750

新株予約権 5,993 6,583

純資産合計 549,859 1,420,435

負債純資産合計 1,986,013 2,840,163
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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：千円）

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 1,774,149 1,280,399

売上原価 1,231,888 1,044,195

売上総利益 542,261 236,204

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 42,854 60,453

役員報酬 25,527 32,780

給料及び手当 179,964 193,438

雑給 2,235 122

旅費及び交通費 51,210 60,664

消耗品費 1,952 2,342

研究開発費 92,194 90,286

支払手数料 77,172 66,786

減価償却費 15,311 11,761

貸倒引当金繰入額 － 27

その他 209,574 176,637

販売費及び一般管理費合計 697,998 695,301

営業損失（△） △155,737 △459,097

営業外収益   

受取利息 189 186

原子力立地給付金 676 610

確定拠出年金戻り益 1,509 297

過年度外国税還付額 2,082 －

社宅料収入 1,556 －

過年度社会保険料戻り益 661 2,323

その他 933 1,360

営業外収益合計 7,609 4,777

営業外費用   

支払利息 6,209 11,485

為替差損 24,591 39,041

支払補償費 － 315

その他 1,062 1,507

営業外費用合計 31,863 52,349

経常損失（△） △179,990 △506,669

特別損失   

過年度消費税等 － 10,277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

事業構造改善費用 － 327,062

特別損失合計 － 344,904

税金等調整前四半期純損失（△） △179,990 △851,574

法人税、住民税及び事業税 2,095 2,095

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △853,669

四半期純損失（△） △182,085 △853,669
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △179,990 △851,574

減価償却費 65,018 61,310

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 27

株式報酬費用 1,239 －

受取利息及び受取配当金 △189 △186

支払利息 6,209 11,485

為替差損益（△は益） 5,888 8,146

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,564

事業構造改善費用 － 94,130

売上債権の増減額（△は増加） 258,337 77,700

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,666 59,244

未収消費税等の増減額（△は増加） 95,787 △23,819

その他の資産の増減額（△は増加） 1,526 △8,553

仕入債務の増減額（△は減少） 55,438 △61,895

その他の負債の増減額（△は減少） △11,573 17,986

その他 △317 △590

小計 416,041 △609,021

利息及び配当金の受取額 189 186

利息の支払額 △5,317 △11,710

法人税等の支払額 △4,223 △3,920

事業構造改善費用の支払額 － △6,111

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,689 △630,576

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 △89,812 △76,630

無形固定資産の取得による支出 △820 △1,560

定期預金の預入による支出 － △16,800

その他の支出 △56 △17,087

その他の収入 3,124 1,577

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,565 △110,500

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） 366,700 60,000

長期借入れによる収入 550,000 －

長期借入金の返済による支出 △411,440 △34,320

配当金の支払額 △50,637 △244

財務活動によるキャッシュ・フロー 454,622 25,435

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,268 △17,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 758,477 △733,205

現金及び現金同等物の期首残高 727,657 1,170,302

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,486,135 437,096
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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） 

 当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行ってお

り、単一の事業活動を営んでおりますので記載を省略しております。 

  

［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 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

アジア：中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

［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） 

（注）１ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

(1）欧州：ハンガリー、フランス、フィンランド他 

(2）アジア：中国、香港、ベトナム他 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,774,149  －  1,774,149  －  1,774,149

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 3,209  251,184  254,394 ( )254,394  －

計  1,777,358  251,184  2,028,543 ( )254,394  1,774,149

営業費用  1,925,360  257,111  2,182,472 ( )252,585  1,929,886

営業損失（△）  △148,001  △5,927  △153,928 ( )1,808  △155,737

  米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  15,183  14,383  940,693  970,260

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,774,149

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  0.9  0.8  53.0  54.7
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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。 

当社は、精密ばねを機軸とする精密機構部品（高機能ヒンジユニット）の開発・製造・販売を主
要事業としております。当社が販売する高機能ヒンジユニットは、主として携帯電話やノートパソ
コンなどに使用されております。 

従って当社は「携帯電話向けヒンジ等事業」「ノートパソコン向けヒンジ事業」の２つを報告セ
グメントとしております。 

「携帯電話向けヒンジ等事業」は、「ノートパソコン向けヒンジ事業」を除く一切の高機能ヒン
ジの開発・製造・販売をしております。「ノートパソコン向けヒンジ事業」はノートパソコン用の
高機能ヒンジユニットの開発・製造・販売をしております。 

  

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）セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

   

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 

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) 
（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「携帯電話向けヒンジ等」セグメントにおいて、連結子会社である喜多倍利精密部件（広州）
有限公司の一部の資産が除却予定であるため減損損失を計上しております。当該減損損失の計上
額は当第２四半期連結累計期間において33,860千円であり、経営合理化にともなう事業構造改善
費用として特別損失に計上いたしました。 

   

(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。  

  

    (単位：千円)

  

報告セグメント

調整額 

四半期
連結損益計算書 

計上額 
（注） 

携帯電話向け
ヒンジ等 

ノートパソコン向け
ヒンジ 

売上高     

  外部顧客への売上高 1,092,165 188,234  ― 1,280,399

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ―  ― ―

計 1,092,165 188,234  ― 1,280,399

 セグメント損失（△） △269,335 △189,761  ― △459,097

（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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