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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 2,710 15.0 318 △46.4 321 △43.8 180 △16.8
22年12月期第1四半期 2,356 21.6 593 80.2 572 20.2 216 0.2

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12月期第1四半期 2,082.57 ―
22年12月期第1四半期 2,530.47 ―

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12月期第1四半期 18,379 5,465 29.5 62,736.89
22年12月期 18,601 5,304 28.3 60,915.36

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  5,430百万円 22年12月期  5,272百万円

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  
平成22年第２四半期末の配当金1,200円は、すべて記念配当となっております。 

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12月期 ― 1,200.00 ― 670.00 1,870.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 670.00 670.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

5,307 4.7 627 △52.4 627 △53.9 359 △40.5 4,166.09

通期 11,323 12.1 1,286 △17.9 1,286 △20.3 747 △7.1 8,668.71

kyamamoto
スタンプ



(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。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）３ページ「（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.４「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12月期1Q 96,575株 22年12月期  96,575株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q 10,019株 22年12月期  10,019株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 86,556株 22年12月期1Q 85,652株
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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」の適用開始に伴い、マ

ネジメント・アプローチに基づいたセグメント区分による開示を行うことにいたしました。 

  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一時景気に持ち直し傾向の動きが見られたもの

の、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が国内経済に与える影響は甚大であり、非常に先行きが

不透明な状況となっております。 

 この様な経済環境の下、情報通信・ネットワーク関連製品事業では、スマートフォン・スマートタブ

レットを筆頭とするWi-Fi対応製品の普及により、情報通信・ネットワーク関連製品の売上高は堅調に

推移いたしました。収益面に関しては、原材料価格の高騰や、開発受注案件のずれ込み、企業間の販売

競争の激化に伴う製品価格の低下等の影響により、低調に推移いたしました。 

 店頭外国為替証拠金取引等事業におきましては、米ドル／円相場において、一時、戦後史上 高値で

ある76円台を記録し、その後、日米欧の協調介入により81円台まで下落するなど、為替の変動率が高ま

ったことで一時的に取引高が増加したものの、前年同期と比較すると、レバレッジ規制による影響によ

り、市場全体の取引高は低調に推移いたしました。この様な市場環境の下、当社グループでは、各種キ

ャンペーン及び広告戦略の見直しによる集客施策が功を奏し、口座数において96,424口座（前年同期比

39.6％増）預り残高においては10,241,069千円（前年同期比24.0％増）と堅調に推移したことから、売

上高及び収益面の双方において当初予想より好調に推移いたしました。 

  平成22年８月に新規立ち上げを行いました自動車流通事業におきましては、エコカー補助金終了の反

動及び東日本大震災の影響により、国内での新車販売数が減少傾向にあり、これに伴い乗用中古車の中

古車登録台数が前年同期比30,471台（3.21％）減少〔社団法人日本自動車販売協会連合会統計データよ

り引用〕するなど、厳しい環境となりました。この様な市場環境の下、当社グループでは、昨年末の当

社事業別累計において先行投資により営業赤字であった自動車流通事業の収益回復を図るため、自動車

保険や整備等のサービスをワンストップで提供できる体制を整えた結果、当第１四半期連結会計期間の

収益面において黒字に転換をいたしました。 

  以上の状況において、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同期比15.0％増の2,710,362千円と

なりました。経常利益は前年同期比43.8％減の321,426千円、四半期純利益は前年同期比16.8％減の

180,259千円となりました。 

  報告セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  ① 情報通信・ネットワーク事業関連製品事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比10.3％増の1,103,630千円となりました。 

  ② 店頭外国為替証拠金取引等事業 

  当事業部門におきましては、売上高は前年同期比28.6％減の975,629千円となりました。 

  ③ 自動車流通事業 

  当事業部門におきましては、売上高は630,052千円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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１．資産、負債、純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比221,664千円減の18,379,608千円であ

ります。個別科目ごとに見ていきますと、現金及び預金は740,296千円増の2,513,096千円であります。

売掛金は268,979千円減の752,519千円、ソフトウェアは80,675千円増の149,874千円であります。 

  当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比383,606千円減の12,913,652千円であり

ます。個別科目ごとに見ていきますと、未払法人税等は382,201千円減の80,318千円、外国為替受入証

拠金645,591千円減の10,241,069千円、短期借入金631,000千円の増加であります。 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産は、161,942千円増の5,465,956千円となりました。個別科目ご

とに見ていきますと、利益剰余金は180,259千円増の2,571,651千円となりました。これは四半期純利益

180,259千円が影響しております。  

  

２．キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて

770,296千円増加し、2,407,823千円となりました。 

 （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が245,470千円となった一方、法人税等の支払額が470,448千円となったこ

と等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、39,755千円の支出となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 定期預金の払戻による収入が100,000千円、短期貸付金の回収による収入が250,000千円となったこと

等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、54,007千円の収入となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 社債の発行による収入が196,982千円、短期借入金による収入が600,000千円があったこと等により、

財務活動によるキャッシュ・フローは、752,535千円の収入となりました。 

  

平成23年12月期の第２四半期及び通期の連結業績の見通しにつきましては、平成23年２月10日に公表

しました 「平成22年12月期 決算短信」の業績予想から変更しておりません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 連結財政状態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
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当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

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。 

  

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

前連結会計年度の第３四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)及び

「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)を適用しているため、前第１

四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で企業結合の会計処理方法が異なっております。 

なお、前第１四半期連結会計期間を変更後の方法によった場合においても、損益に与える影響はあり

ません。  

  

３．表示の変更 

（四半期連結損益計算書） 

(1) 「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１四半期連結累計期間では、「少 

      数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

   (2) 前連結会計年度末まで売上高は「製品売上高」として計上しておりましたが、事業展開の 

     多様化・複合化によって、従来の区分表示では実態を表さなくなったことから、当第１四半 

     期連結累計期間より「商品及び製品売上高」として表示しております。 

  

  

  

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

(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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,513,096 1,772,799

売掛金 752,519 1,021,499

製品 850,455 628,489

仕掛品 35,786 37,330

原材料及び貯蔵品 4,172 3,505

短期貸付金 － 250,000

外国為替取引顧客区分管理信託 8,951,000 8,431,000

差入保証金 2,569,512 2,504,056

支払差金勘定 1,234,575 2,529,904

繰延税金資産 188,874 147,494

その他 210,587 305,281

貸倒引当金 △33,293 △34,679

流動資産合計 17,277,287 17,596,683

固定資産

有形固定資産

建物 54,589 54,750

減価償却累計額 △23,323 △21,223

建物（純額） 31,265 33,526

車両運搬具 11,162 11,155

減価償却累計額 △9,623 △8,989

車両運搬具（純額） 1,538 2,166

工具、器具及び備品 537,827 550,605

減価償却累計額 △308,353 △259,925

工具、器具及び備品（純額） 229,474 290,679

建設仮勘定 － 13

有形固定資産合計 262,279 326,385

無形固定資産

のれん 1,126 4,630

ソフトウエア 149,874 69,198

その他 2,234 2,234

無形固定資産合計 153,235 76,063

投資その他の資産

投資有価証券 336,330 305,905

繰延税金資産 79,733 98,596

その他 311,505 237,568

貸倒引当金 △40,761 △39,930

投資その他の資産合計 686,806 602,140

固定資産合計 1,102,321 1,004,589

資産合計 18,379,608 18,601,272
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 965,838 910,425

1年内償還予定の社債 66,800 －

短期借入金 631,000 －

1年内返済予定の長期借入金 3,996 3,996

未払金 325,000 341,970

未払法人税等 80,318 462,519

賞与引当金 21,598 5,817

返品調整引当金 3,044 3,497

外国為替受入証拠金 10,241,069 10,886,660

オプション負債 76,960 106,679

その他 224,361 399,226

流動負債合計 12,639,987 13,120,793

固定負債

社債 133,200 －

長期借入金 75,512 107,844

繰延税金負債 54,591 58,260

関係会社整理損失引当金 10,328 10,328

固定負債合計 273,631 176,432

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 33 33

特別法上の準備金 33 33

負債合計 12,913,652 13,297,259

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,090,287

資本剰余金 1,342,948 1,400,941

利益剰余金 2,571,651 2,391,392

自己株式 △352,133 △352,133

株主資本合計 5,652,754 5,530,487

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △91,661 △106,143

繰延ヘッジ損益 △45,645 △63,271

為替換算調整勘定 △85,193 △88,482

評価・換算差額等合計 △222,499 △257,897

少数株主持分 35,701 31,423

純資産合計 5,465,956 5,304,013

負債純資産合計 18,379,608 18,601,272
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 － 1,733,682

製品売上高 1,000,450 －

金融収益 1,356,218 976,679

売上高合計 2,356,669 2,710,362

売上原価 933,161 1,555,798

売上総利益 1,423,507 1,154,563

返品調整引当金繰入額 4,791 3,044

返品調整引当金戻入額 4,027 3,497

差引売上総利益 1,422,743 1,155,017

販売費及び一般管理費

役員報酬 97,849 59,391

給料及び賞与 92,077 111,952

広告宣伝費 168,603 189,715

運賃 11,298 15,684

貸倒引当金繰入額 3,765 －

賞与引当金繰入額 9,694 15,093

業務委託費 61,359 75,620

研究開発費 1,551 645

その他 382,919 368,729

販売費及び一般管理費合計 829,119 836,833

営業利益 593,624 318,184

営業外収益

受取利息及び配当金 643 4,850

持分法による投資利益 － 806

雑収入 414 12,601

営業外収益合計 1,058 18,259

営業外費用

支払利息 1,774 1,270

為替差損 19,753 6,947

社債利息 － 216

社債発行費 － 3,017

貸倒引当金繰入額 366 －

雑損失 550 3,565

営業外費用合計 22,445 15,017

経常利益 572,237 321,426
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(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 605

関係会社整理損失引当金戻入額 94 －

違約金収入 － 7,500

特別利益合計 94 8,105

特別損失

役員退職慰労金 － 70,000

投資有価証券売却損 － 1,004

前期損益修正損 193 －

その他 － 13,057

特別損失合計 193 84,061

税金等調整前四半期純利益 572,139 245,470

法人税、住民税及び事業税 146,789 88,247

過年度法人税等 42,773 －

法人税等調整額 162,105 △27,314

法人税等合計 351,668 60,933

少数株主損益調整前四半期純利益 － 184,536

少数株主利益 3,730 4,277

四半期純利益 216,741 180,259
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３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 572,139 245,470

減価償却費 62,790 55,713

のれん償却額 2,399 3,503

持分法による投資損益（△は益） － △806

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,468 △605

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,676 15,781

返品調整引当金の増減額（△は減少） 764 △453

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △8,169 －

受取利息及び受取配当金 △643 △4,850

支払利息 1,774 1,270

社債利息 － 216

社債発行費 － 3,017

為替差損益（△は益） 1,356 △2,172

前期損益修正損益（△は益） 193 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,004

売上債権の増減額（△は増加） 54,782 269,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,849 △220,872

仕入債務の増減額（△は減少） 229,131 55,041

未払金の増減額（△は減少） △48,492 △31,633

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

△7,250,453 △520,000

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） 7,667,011 －

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 1,198,860 △645,591

支払差金勘定の増減額（△は増加） △395,075 1,295,329

その他 143,376 △91,843

小計 2,144,039 426,800

利息及び配当金の受取額 533 5,380

利息の支払額 △1,774 △1,487

法人税等の支払額 △36,492 △470,448

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,106,307 △39,755
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(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 100,000

定期預金の預入による支出 △300,000 △70,000

投資有価証券の取得による支出 － △30,000

投資有価証券の売却による収入 － 2,880

有形固定資産の取得による支出 △28,709 △13,468

無形固定資産の取得による支出 △4,713 △49,381

短期貸付金の増減額（△は増加） － 250,000

差入保証金の差入による支出 △1,841,680 △65,455

敷金の差入による支出 △1,183 △612

その他 9,756 △69,954

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,166,530 54,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入 － 196,982

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △1,332 △1,332

配当金の支払額 △61,446 △43,115

自己株式の取得による支出 △1,854 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 85,367 752,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,165 3,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,978 770,296

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,268 1,637,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,963,247 2,407,823
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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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品 

(1) 情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LANアダプタ)、ハブ、スイッチングハブ、インテリジェン

トハブ、ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメラ、プリントサーバ、ケーブ

ル、USB/Bluetooth関連製品、ブロードバンドルータ、VoIP、サーバ類(NAS)、携帯万能、ユーティリティソ

フト、パッケージソフト、ネットワーク保守サービス、その他 

(2) 金融事業・・・店頭外国為替証拠金取引 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計の合計額に占める「日本」の割合がいず

れも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

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

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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

情報通信・ネッ
トワーク関連事

業(千円)

金融事業
(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

1,000,450 1,356,218 2,356,669 ― 2,356,669

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

175,850 1,110 176,960 (176,960) ―

計 1,176,300 1,357,328 2,533,629 (176,960) 2,356,669

営業利益 72,325 519,700 592,026 1,597 593,624
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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、「情報通信・ネットワーク関連製品事業」、「店頭外国為替証拠金取引等事業」及び「自動

車流通事業」の３つの事業を主に行っており、それぞれ事業ごとに開発、販売計画を作成し、包括的な

事業戦略の立案、意思決定を行っており、上記を報告セグメントとしております。 

「情報通信・ネットワーク関連製品事業」は、パソコン周辺機器、無線ルータ等のネットワーク機

器、ゲーム関連機器、ソフトウェアの開発・製造・保守、広域無線ネットワークシステムの導入支援サ

ービスを行っております。 

「店頭外国為替証拠金取引等事業」は、店頭外国為替証拠金取引サービス、外貨両替取引サービスの

提供を行っております。 

「自動車流通事業」は、国内外の中古車販売、輸出及び自動車整備事業を行っております。 

  

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１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) 「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、海外子会社（ベトナム）におけるソ

フトウェア開発サービス事業、証券事業等であります。 

  

 (単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
情報通信・ネットワー

ク関連製品事業
店頭外国為替証拠
金取引等事業

自動車流通事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,103,630 975,629 630,052 2,709,312 1,050 2,710,362

 セグメント間の内部 
売上高又は振替高

23,857 － 8 23,865 19,360 43,225

計 1,127,487 975,629 630,061 2,733,178 20,410 2,753,588

セグメント利益又は 
損失（△）

18,286 293,467 1,694 313,448 △4,920 308,527
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３.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
 (注)主として持株会社(連結財務諸表提出会社)に係る損益であります。 

  

(追加情報） 

当連結第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)

利益 金額

報告セグメント計 313,448

「その他」の区分の利益 △4,920

セグメント間取引消去 △18,959

のれんの償却額 △3,503

報告セグメントに配分していない損益(注) 35,872

その他の調整額 △3,752

四半期連結損益計算書の営業利益 318,184

(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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