
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 住友大阪セメント株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5232 URL http://www.soc.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 関根 福一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務部長 （氏名） 齋藤 昭 TEL 03-5211-4505
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 149,261 2.8 5,350 192.5 4,541 635.6 1,134 ―
22年3月期第3四半期 145,148 △10.3 1,828 △66.3 617 △86.9 △871 ―

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 2.72 ―
22年3月期第3四半期 △2.09 ―

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 320,406 130,928 40.4 311.01
22年3月期 311,968 125,197 39.6 296.78

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  129,507百万円 22年3月期  123,601百万円

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 ― 4.00 4.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 4.00 4.00

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 195,000 △0.0 5,500 81.1 4,000 282.1 300 ― 0.72



(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。 
詳細は、【添付資料】3ページ「２． その他情報（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要」をご覧ください。 

(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の対象外でありますが、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財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】2ページ「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」をご参
照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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3Q 427,432,175株 22年3月期  427,432,175株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  11,022,542株 22年3月期  10,948,439株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 416,457,258株 22年3月期3Q 416,530,386株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期(平成22年4～12月)におけるわが国経済は、政府の経済対策による個人消費の下支えや海外経済の

回復を背景とした輸出の増加等により、着実に持ち直してきましたが、年後半に入り、輸出の減速等の影響を受

け、景気は足踏み状態となり、また、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にあります。 

セメント業界におきましては、国の公共事業が大幅に削減されたものの、地方単独事業が想定したほど減少しな

かったことや前年の補正予算の繰越工事が実施された事などにより、官公需は小幅減少にとどまりました。 

一方、民需は住宅投資に回復の傾向が見られることなどから、ほぼ前年並みとなりました。 

以上のことから、セメント国内需要は、前年同期を3.0％下回る31,689千トンとなりました。輸出は、インド、

ベトナム、中東向け等が減少したことなどから、前年同期を9.3%下回りました。この結果、輸出分を含めた国内セ

メントメーカー総販売数量は、前年同期を4.0％下回る38,916千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、持続的発展を目指し、グループを挙げてコスト削減、事業拡大等への

取り組みに注力いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、セメント事業等で増収となったことから、149,261百万円

と前期実績を2.8％上回りました。損益につきましては、セメント事業等で増益となったことから、経常利益は、

4,541百万円と前期に比べ3,924百万円の増益となり、四半期純利益は1,134百万円の四半期純利益となりました。

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、320,406百万円と前連結会計年度末と比較して8,437百万円増加しまし

た。資産の部における増減の主なものは、投資有価証券の増加10,781百万円、受取手形及び売掛金の増加6,435百

万円、有形固定資産の減少6,164百万円、現金及び預金の減少2,660百万円です。また、負債の部における増減の主

なものは繰延税金負債の増加4,433百万円、借入金の減少3,308百万円です。 

一方、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、130,928百万円と前連結会計年度末と比較して5,731百万円増加

しました。増減の主なものは、その他有価証券評価差額金の増加6,465百万円です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月5日発表の連結業績予想については、見直しは行っておりません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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。 

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、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たため、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。  

  

（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」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。 

これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益への影響は軽微ですが、税金等調整前四半期純利益

は202百万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増加額は252百万円です。 

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を

適用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、 

「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）、「『研究開発費等に係る会計基 

準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準 

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及 

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月 

26日）を適用しております。 

  

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書において、「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１四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で掲記しております。 

    

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 28,412 31,072

受取手形及び売掛金 44,996 38,560

有価証券 0 0

商品及び製品 7,713 8,180

仕掛品 2,545 1,669

原材料及び貯蔵品 9,886 9,022

繰延税金資産 1,259 1,816

短期貸付金 256 307

その他 2,093 2,240

貸倒引当金 △306 △296

流動資産合計 96,856 92,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 151,080 149,886

減価償却累計額 △98,391 △96,088

建物及び構築物（純額） 52,689 53,797

機械装置及び運搬具 371,839 364,578

減価償却累計額 △315,419 △305,604

機械装置及び運搬具（純額） 56,420 58,973

土地 39,427 40,184

建設仮勘定 4,135 5,746

その他 31,924 31,639

減価償却累計額 △16,854 △16,434

その他（純額） 15,069 15,204

有形固定資産合計 167,742 173,906

無形固定資産   

のれん 15 110

その他 3,858 3,802

無形固定資産合計 3,874 3,912

投資その他の資産   

投資有価証券 44,147 33,366

長期貸付金 1,529 1,397

繰延税金資産 882 923

その他 5,798 6,404

貸倒引当金 △424 △515

投資その他の資産合計 51,933 41,575

固定資産合計 223,550 219,395

資産合計 320,406 311,968
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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   

支払手形及び買掛金 24,852 23,366

短期借入金 34,250 33,559

1年内返済予定の長期借入金 9,607 8,354

1年内償還予定の社債 12,000 5,000

未払法人税等 1,014 783

繰延税金負債 0 12

賞与引当金 995 2,130

その他 11,918 11,343

流動負債合計 94,637 84,550

固定負債   

社債 15,000 22,000

長期借入金 55,704 60,956

繰延税金負債 12,798 8,352

退職給付引当金 1,090 1,095

役員退職慰労引当金 256 294

資産除去債務 255 －

その他 9,732 9,521

固定負債合計 94,839 102,220

負債合計 189,477 186,771

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 31,084 31,084

利益剰余金 43,201 43,738

自己株式 △1,954 △1,941

株主資本合計 113,985 114,534

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,566 9,101

為替換算調整勘定 △44 △34

評価・換算差額等合計 15,522 9,067

少数株主持分 1,421 1,595

純資産合計 130,928 125,197

負債純資産合計 320,406 311,968
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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) 

売上高 145,148 149,261

売上原価 117,616 117,431

売上総利益 27,531 31,830

販売費及び一般管理費 25,702 26,480

営業利益 1,828 5,350

営業外収益   

受取利息 57 62

受取配当金 621 1,024

持分法による投資利益 5 45

その他 568 502

営業外収益合計 1,253 1,634

営業外費用   

支払利息 1,628 1,619

その他 836 824

営業外費用合計 2,465 2,443

経常利益 617 4,541

特別利益   

固定資産売却益 222 27

投資有価証券売却益 314 71

貸倒引当金戻入額 25 36

負ののれん発生益 － 126

その他 1 11

特別利益合計 563 273

特別損失   

固定資産除却損 569 392

固定資産売却損 2 5

投資有価証券評価損 87 28

減損損失 12 1,297

賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,829 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 198

その他 2 2

特別損失合計 2,503 1,924

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（△）

△1,322 2,890

法人税、住民税及び事業税 543 1,054

法人税等調整額 △992 636

法人税等合計 △449 1,690

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,200

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 65

四半期純利益又は四半期純損失（△） △871 1,134
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 49,471 54,200

売上原価 39,365 41,907

売上総利益 10,106 12,293

販売費及び一般管理費 8,871 8,855

営業利益 1,234 3,438

営業外収益   

受取利息 13 26

受取配当金 171 234

持分法による投資利益 14 －

その他 236 132

営業外収益合計 435 393

営業外費用   

支払利息 546 536

持分法による投資損失 － 8

その他 286 204

営業外費用合計 832 749

経常利益 837 3,082

特別利益   

固定資産売却益 195 19

投資有価証券評価損戻入益 － 6

投資有価証券売却益 258 －

貸倒引当金戻入額 5 －

その他 0 －

特別利益合計 458 26

特別損失   

固定資産除却損 108 105

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 32 －

減損損失 － 211

賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,829 －

その他 0 －

特別損失合計 1,970 317

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（△）

△674 2,790

法人税、住民税及び事業税 157 473

法人税等調整額 △305 495

法人税等合計 △147 969

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,821

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） △507 1,788
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,322 2,890

減価償却費 15,263 15,443

減損損失 12 1,297

賃貸先 生コン工場閉鎖損 1,352 －

のれん償却額 122 △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △47

受取利息及び受取配当金 △679 △1,086

支払利息 1,628 1,619

為替差損益（△は益） 91 216

持分法による投資損益（△は益） △5 △45

有形固定資産売却損益（△は益） △220 △22

売上債権の増減額（△は増加） 1,712 △6,413

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,850 △1,277

仕入債務の増減額（△は減少） △5,613 1,476

その他 △246 1,020

小計 14,940 15,042

利息及び配当金の受取額 668 1,086

利息の支払額 △1,510 △1,502

法人税等の支払額 △996 △867

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,102 13,758

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 △15,833 △11,306

固定資産の売却による収入 353 38

投資有価証券の取得による支出 △295 △130

投資有価証券の売却による収入 599 276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,170 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

225 －

貸付けによる支出 △2,304 △414

貸付金の回収による収入 198 147

その他 349 128

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,878 △11,260

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） 189 709

長期借入れによる収入 9,854 834

長期借入金の返済による支出 △4,257 △4,833

社債の発行による収入 5,000 －

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の売却による収入 2 －

自己株式の取得による支出 △14 △12

配当金の支払額 △833 △1,665

少数株主への配当金の支払額 △6 △4

その他 △42 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △106 △4,989
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,895 △2,530

現金及び現金同等物の期首残高 25,988 30,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,092 28,269
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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）  

（注）１ 事業区分の方法は、当社の売上集計区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品 

  

【所在地別セグメント情報】  

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

【海外売上高】 

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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

  セメント 

(百万円) 

鉱産品 

(百万円)

建材 

(百万円)

光電子・

新材料 

(百万円)

不動産・

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

  

消去又は

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高及び営業損益                 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高  116,996 5,632 8,692 9,670 4,157  145,148  － 145,148

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

 2,221 2,765 2,052 6 3,553  10,598  △10,598 －

計  119,218 8,398 10,744 9,676 7,710  155,747  △10,598 145,148

営業利益又は営業損失(△)  2,079 △220 △37 △890 913  1,844  △16 1,828

事業区分 主要製品 

セメント 各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場におけ

る電力の供給、原燃料リサイクル 

鉱産品 石灰石他鉱産品 

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品 

光電子・新材料 光通信部品及び計測機器、セラミックス製品、ＰＤＰ用フィルター、ナノ粒

子材料 

不動産・その他 不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウェア開発 
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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す。 

当社は、セメントセグメント及び事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「セメント」、「鉱産品」、「建材」、「光電子」、「新材料」、「その他」の６つを報告セグメントとしてお

ります。 

各セグメントの主要な製品は以下の通りです。 

  

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△31百万円は、セグメント間取引消去である。 

   ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

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（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「その他」セグメントにおいて保有している賃貸倉庫物件について、土地の時価の下落と賃貸収入の減少が

発生したため、固定資産にかかる減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は1,074百万円

です。 

  

（追加情報）  

当第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。    

なお、前第３四半期連結累計期間における、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

情報は次の通りです。 

  

報告セグメント 主要製品 

セメント 各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場におけ

る電力の供給、原燃料リサイクル 

鉱産品 石灰石他鉱産品 

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品 

光電子 光通信部品及び計測機器 

新材料 セラミックス製品、ＰＤＰ用フィルター、ナノ粒子材料 

その他 不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウェア開発、二次電池材料 

  報告セグメント 注1   

  セメント 

(百万円) 

鉱産品 

(百万円)

建材 

(百万円)

光電子 

(百万円)

新材料 

(百万円)

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高及び営業損益                   

売上高 

(1)外部顧客に対する 

 売上高 

118,853 8,224 9,778 2,901 5,778 3,724 149,261 － 149,261

(2)セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高 

2,486 3,018 1,430 18 1 3,761 10,716 △10,716 －

計 121,340 11,243 11,208 2,920 5,779 7,486 159,978 △10,716 149,261

セグメント利益又は 

損失(△) 

4,076 287 △40 216 376 465 5,382 △31 5,350
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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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△16百万円は、セグメント間取引消去である。 

    ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

   

  

  報告セグメント 注1   

  セメント 

(百万円) 

鉱産品 

(百万円)

建材 

(百万円)

光電子 

(百万円)

新材料 

(百万円)

その他 

(百万円)

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高及び営業損益                   

売上高 

(1)外部顧客に対する 

 売上高 

116,996 5,632 8,692 2,465 7,162 4,199 145,148 － 145,148

(2)セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高 

2,221 2,765 2,052 6 － 3,553 10,598 △10,598 －

計 119,218 8,398 10,744 2,472 7,162 7,752 155,747 △10,598 145,148

セグメント利益又は 

損失(△) 

2,079 △220 △37 △232 △360 616 1,844 △16 1,828
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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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