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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 306,207 △2.1 10,858 66.2 10,019 64.3 2,957 6.1
22年3月期第3四半期 312,842 △7.5 6,533 △24.3 6,098 △13.0 2,788 △50.6

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3四半期 10.80 ―

22年3月期第3四半期 10.19 ―

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3四半期 663,692 312,489 47.0 1,140.35
22年3月期 664,357 312,534 47.0 1,140.54

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  312,130百万円 22年3月期  312,188百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年3月期 ― 7.00 ―

23年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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 410,000 △2.2 13,000 24.5 12,000 20.9 6,000 17.5 21.92



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、今後
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提その他の関連する事項につきましては、四半期決算短信［添付資料］４ページ「（３）連結
業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 318,660,417株 22年3月期 318,660,417株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q 44,945,848株 22年3月期 44,941,174株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 273,716,621株 22年3月期3Q 273,739,782株
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当第３四半期の経営環境は、企業収益の改善など一部で回復の兆しが見られる一方で、円高の進展に

よる輸出の減速や政府の景気対策による駆け込み需要の反動など、先行き不透明な状況が続きました。

また、依然として厳しい雇用情勢・所得環境を背景に、個人消費につきましても、引き続き低調に推移

いたしました。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、継続して「事業・収益構造の転換」に取り組

むとともに、当社グループの強みである「店舗・カード・Ｗｅｂ」の三位一体の独自の戦略を推進する

ことで業績の回復を目指してまいりました。 

この結果、第３四半期累計の売上高は、小売・カード・小売関連サービスの各事業ともほぼ計画どお

り推移し、連結売上高は、306,207百万円（前年同期比2.1％減）となりました。また、利益面につきま

しては、売上高が計画どおり推移したことに加え、政策的にすすめてまいりました販管費の削減によ

り、営業利益は10,858百万円（前年同期比66.2％増）、経常利益は10,019百万円（同64.3％増）、四半

期純利益は2,957百万円（同6.1％増）となりました。 

                               

事業別の状況 

（小売事業） 

小売事業では、お客様ニーズに基づく商売の見直しを継続・強化することで、客層ならびに客数の拡

大による売上高の回復に努めてまいりました。 

まず、品揃えにつきましては、急速にすすむお客様の購買行動や価値観の変化に対応した取り組みを

よりいっそう強化してまいりました。特に、主力のファッション分野では、「年齢の枠を超え、若々し

いマインド・おしゃれを楽しみたいマインドをもつすべてのお客様」に向けた商売への転換をすすめて

まいりました。具体的には、お客様と共に開発した新たなＰＢ商品の発売や、年代とともに変化するサ

イズへのご要望にお応えした新ショップの導入など、当社の強みである自主・ＰＢ商品を中心に、幅広

いお客様にご支持いただける品揃えを実現し、客層の幅を広げることで客数の拡大に努めてまいりまし

た。 

これにより、30歳以上のお客様のお買上客数が高伸長するなど、既存店のお買上客数は７四半期連続

で増加し、第３四半期累計のお買上客数は７％増と順調に拡大いたしました。また、お客様のご支持の

バロメーターとして重視している既存店のご来店客数も３％増と増加いたしました。 

また、出店につきましては、今年１月に、創業の地である中野に「中野マルイ」を開店いたしまし

た。「中野マルイ」は、地域のお客様のご要望にお応えした品揃えに加え、緑化広場を設置するなど地

域との共生を目指した店づくりをすすめるとともに、グループとしては初の商業とオフィスの複合ビル

としてオープンし、開店初日は計画売上を大幅に上回るなど、順調なスタートをきることができまし

た。 

さらに、2011年春には、丸井グループとしては初の京都進出となる店舗を四条河原町に開店いたしま

す。「京都マルイ」は、これまでの「有楽町マルイ」や「新宿マルイ本館」で培ったお客様参加型の取

り組みをさらに進化させるとともに、丸井グループの強みである「店舗・カード・Ｗｅｂ」の連携をよ

りいっそう高め、これまでの取り組みの集大成として、「お客様と共につくる」店づくりを目指してま

いります。 

  

１. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１） 連結経営成績に関する定性的情報
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また、11月には、企業の枠を超えた「ネットとリアルの融合」を目指し、楽天㈱様とＥコマース事業

等において業務提携いたしました。12月にはその第１弾として、国内 大のインターネットショッピン

グモール「楽天市場」に当社のオフィシャルショップ「丸井 楽天市場店」を開設いたしました。「丸

井 楽天市場店」では、当社のＰＢ商品を中心に展開を始め、順次、取扱商品を拡大するとともに、販

売チャネルを広げることで、さらなる客層の拡大を目指してまいります。 

以上の結果、小売事業の営業利益は、3,030百万円（前年同期は795百万円の赤字）と黒字に転換し、

大幅に増益することで連結決算の営業増益に寄与いたしました。 

  

 (カード事業） 

カード事業では、引き続きご利用客数の拡大に取り組んでまいりました。 

具体的には、丸井店舗での入会促進や提携先カードの拡大等に加え、小売事業での客層の拡大に合わ

せ、幅広いお客様に支持される優待施設の拡充や、お客様とタイムリーなコミュニケーション強化する

ため、ネット登録率の向上を図るなど、メインカード化に向けた施策を推進してまいりました。 

さらに、１月からは、業務提携の一環として、楽天グループのビットワレット㈱様が運営するプリペ

イド型電子マネー「Ｅｄｙ（エディ）」を利用した際に、新たにカード会員にポイントを付与するな

ど、サービス向上に向けた取り組みを強化してまいりました。 

この結果、第３四半期のご利用客数は、14万人増加し約250万人と順調に拡大するとともに、加盟店

でのショッピングクレジットの取扱高も、約1.3倍と引き続き好調に推移いたしました。また、割賦売

掛金残高が過去 高となる1,150億円と着実に増加したことなどにより、カード事業の売上高は計画ど

おり増収となりました。 

なお、６月に施行されたキャッシングの総量規制につきましては、ご利用制限等により融資残高の減

少が見られるものの、取扱高は当初の想定を上回って推移しており、懸念しておりました貸倒の増加等

による影響も想定を下回っていることから、2011年３月末の融資残高は1,600億円前後となる見通しで

す。 

また、法改正に伴う将来の損失に備えた対応につきましては、３月末までの状況を見極め、合理的な

見積もりが可能となった時点で適切に対応してまいります。 

以上の結果、カード事業の営業利益は8,355百万円（前年同期比14.2％増）となり、引き続き増収増

益を確保することが出来ました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は663,692百万円となり、前期末に比べ665百万円の減少となりまし

た。流動資産においては、エポスカードの利用客数の拡大によりショッピングクレジットの取扱高が増

加したことにより割賦売掛金が19,630百万円増加した一方、営業貸付金が消費者金融を取り巻く環境変

化などにより22,868百万円減少いたしました。固定資産においては、株式の売却などにより投資有価証

券が6,099百万円減少いたしました。 

 負債合計は621百万円減少し、351,202百万円となりました。これは、コマーシャル・ペーパーが

10,000百万円減少したことや、利息返還損失引当金が9,022百万円減少した一方、長期借入金が11,000

百万円増加したことなどによるものです。 

 純資産は312,489百万円となり、自己資本比率は47.0％となりました。  

  

（２） 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物は前期末に比べて9,190百万円増加し、41,474百万円と

なりました。当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは21,385百万円の収入となり、前年同期間に比べて5,619百万円

収入が減少いたしました。これは、前年同期間に割賦売掛金の流動化による収入が15,013百万円あった

ことなどによるものです。  

  投資活動によるキャッシュ・フローは6,300百万円の支出となり、前年同期間に比べて8,260百万円支

出が減少いたしました。これは主に、固定資産の取得による支出が5,035百万円減少したことや、投資

有価証券の売却による収入が3,597百万円増加したことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは5,893百万円の支出となり、前年同期間に比べて2,108百万円支

出が増加いたしました。これは、コマーシャル・ペーパーの償還により29,000百万円減少した一方、長

期借入れによる収入が9,000百万円増加したことや、社債の発行による収入が7,013百万円増加したこと

などによるものです。 

 

 業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点においては、平成22年11月12日に公

表した業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理    

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積

高を算定する方法によっております。 

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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

する方法によっております。 

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

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場合には、前連結会計年度末において使用し

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、前連結会計年度末以

降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計

年度末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。 

（３） 連結業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

（１） 重要な子会社の異動の概要

（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用の計算                                           

税金費用の計算については、当第３四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によっております。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合

理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

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。 

  

①重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産  

商品の評価方法は、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定)によっておりましたが、小売事業における荒利益率の改善に向け、仕入

れ・在庫コントロールの精度をさらに高めるための施策として、また、在庫の管理・運用方法の改

善の結果、より詳細な在庫管理が可能となったため、第１四半期連結会計期間より、月次総平均法

による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)に変更しており

ます。 

この変更は、財政状態及び経営成績をより適正に表示するものであり、また、将来の国際会計基準

の適用も視野に入れたものです。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常

利益はそれぞれ60百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は818百万円減少しております。  

②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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ26百万円減少し、税金

等調整前四半期純利益は572百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は655百万円です。 

（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 41,485 32,283

受取手形及び売掛金 4,451 5,160

割賦売掛金 115,501 95,871

営業貸付金 168,617 191,486

商品 28,553 25,566

その他 23,971 22,854

貸倒引当金 △9,960 △9,820

流動資産合計 372,621 363,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 79,233 85,444

土地 103,131 103,312

その他（純額） 13,796 10,398

有形固定資産合計 196,161 199,154

無形固定資産 7,449 7,552

投資その他の資産

投資有価証券 21,469 27,568

差入保証金 45,577 45,947

その他 20,413 20,732

投資その他の資産合計 87,460 94,248

固定資産合計 291,071 300,954

資産合計 663,692 664,357
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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

買掛金 33,797 27,914

短期借入金 75,753 75,744

1年内償還予定の社債 15,000 30,000

コマーシャル・ペーパー 10,000 20,000

未払法人税等 2,881 582

賞与引当金 2,246 2,773

ポイント引当金 1,152 940

商品券等引換損失引当金 140 134

その他 19,079 17,078

流動負債合計 160,050 175,166

固定負債

社債 67,000 55,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 74,400 63,400

利息返還損失引当金 3,096 12,119

その他 7,123 6,605

固定負債合計 191,151 176,656

負債合計 351,202 351,823

純資産の部

株主資本

資本金 35,920 35,920

資本剰余金 91,307 91,307

利益剰余金 241,307 242,182

自己株式 △53,888 △53,885

株主資本合計 314,647 315,525

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,517 △3,337

評価・換算差額等合計 △2,517 △3,337

少数株主持分 359 345

純資産合計 312,489 312,534

負債純資産合計 663,692 664,357
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（２）四半期連結損益計算書

 (第３四半期連結累計期間)

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

小売事業売上高 253,249 245,994

小売事業売上原価 181,237 176,968

小売事業売上総利益 72,011 69,026

カード事業収益

消費者ローン利息収入 24,272 22,291

割賦手数料 7,050 8,112

その他 4,206 5,666

カード事業収益合計 35,530 36,070

小売関連サービス事業収益 24,063 24,143

小売関連サービス事業原価 18,924 19,268

小売関連サービス事業総利益 5,138 4,874

売上総利益 112,680 109,971

販売費及び一般管理費 106,146 99,112

営業利益 6,533 10,858

営業外収益

受取利息 146 130

受取配当金 435 442

固定資産受贈益 1,045 592

その他 598 468

営業外収益合計 2,225 1,633

営業外費用

支払利息 2,138 1,908

持分法による投資損失 245 －

その他 275 564

営業外費用合計 2,660 2,473

経常利益 6,098 10,019

特別利益

固定資産売却益 － 90

投資有価証券売却益 229 828

債権譲渡益 1,059 －

前期損益修正益 － 295

特別利益合計 1,288 1,215

特別損失

固定資産除却損 1,478 364

店舗閉鎖損失 495 －

減損損失 523 －

投資有価証券評価損 725 4,322

投資有価証券売却損 － 4

たな卸資産評価差額 － 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

特別損失合計 3,223 5,994

税金等調整前四半期純利益 4,163 5,240

法人税等 1,350 2,259

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,980

少数株主利益 24 23

四半期純利益 2,788 2,957
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 4,163 5,240

減価償却費 14,347 11,492

ポイント引当金の増減額（△は減少） 167 212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 140

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △8,428 △9,022

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,939 △527

受取利息及び受取配当金 △581 △573

支払利息 2,138 1,908

投資有価証券評価損益（△は益） 725 4,322

投資有価証券売却損益（△は益） △229 △824

固定資産除却損 1,282 357

固定資産売却損益（△は益） － △90

店舗閉鎖損失 426 －

減損損失 523 －

たな卸資産評価差額 － 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 2,209 709

割賦売掛金の増減額（△は増加） △5,636 △19,630

営業貸付金の増減額（△は増加） 12,064 22,868

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,908 △4,491

買掛金の増減額（△は減少） 5,754 5,883

その他 △462 3,711

小計 22,817 22,988

利息及び配当金の受取額 478 472

利息の支払額 △1,768 △1,551

法人税等の支払額 △1,582 △1,249

法人税等の還付額 7,059 724

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,005 21,385

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 △15,811 △10,775

投資有価証券の取得による支出 △856 △70

投資有価証券の売却による収入 450 4,047

差入保証金の差入による支出 △330 △840

差入保証金の回収による収入 1,955 1,606

その他 30 △268

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,561 △6,300
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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） △3,790 9

長期借入れによる収入 2,000 11,000

社債の発行による収入 4,921 11,934

社債の償還による支出 △20,000 △15,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

19,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △1 △3

配当金の支払額 △5,748 △3,832

その他 △164 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,784 △5,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,658 9,190

現金及び現金同等物の期首残高 29,026 32,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,685 41,474
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該当事項はありません。 
  
  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 
  

 
  

前第３四半期連結累計期間において、在外連結子会社及び在外支店がないため、記載事項はありま

せん。   

  

前第３四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略して

おります。 

  

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す。 

当社グループは、提供する商品、サービス等により「小売事業」「カード事業」「小売関連サー

ビス事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「小売事業」は、衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売を行っております。「カード事

業」は、クレジットカード業務、消費者ローン及び保険の取扱い等を行っております。「小売関

連サービス事業」は、店舗内装、広告宣伝、建物等の保守管理、不動産賃貸、情報システムサー

ビス、ファッション物流受託等を行っております。 

  

  

（４） 継続企業の前提に関する注記

（５） セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

小売事業 
(百万円)

カード事業
(百万円)

小売関連
サービス事業
(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

253,249 35,530 24,063 312,842 ― 312,842

 (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

3,780 2,965 16,913 23,659 (23,659) ―

計 257,029 38,495 40,976 336,501 (23,659) 312,842

営業利益又は営業損失(△) △795 7,317 1,881 8,403 (1,870) 6,533

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,780百万円、各報告セグメントに配分していない全 

社費用△3,440百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用 

です。 

２  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   

当第３四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

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：百万円)

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小売事業 カード事業

小売関連
サービス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 245,994 36,070 24,143 306,207 ― 306,207

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,697 2,925 
 

12,941 19,563 △19,563 ―

計 249,691 38,995 37,085 325,771 △19,563 306,207

セグメント利益 3,030 8,355 1,131 12,518 △1,660 10,858

(追加情報)

（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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