
平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 梅の花 上場取引所 東 

コード番号 7604 URL http://www.umenohana.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 梅野 重俊

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長兼経営計画室長 （氏名） 上村 正幸 TEL 0942-38-3440
四半期報告書提出予定日 平成23年5月13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9月期第2四半期の連結業績（平成22年10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9月期第2四半期 15,264 2.8 451 △2.2 349 △26.2 △209 ―

22年9月期第2四半期 14,846 △0.5 461 60.9 474 163.6 380 30.4

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9月期第2四半期 △3,536.26 ―

22年9月期第2四半期 6,588.22 ―

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9月期第2四半期 21,440 5,955 27.8 83,713.56
22年9月期 18,329 3,454 18.8 59,864.31

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  5,955百万円 22年9月期  3,454百万円

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9月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 500.00 500.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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 28,664 △0.2 680 17.7 446 22.0 △258 ― △4,474.90



(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の対象外であり、平成23年５月12日付にて、四半期財務諸表に対する四半期レビュ
ー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予
想数値と異なる場合があります。 

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9月期2Q 71,147株 22年9月期  57,700株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  ―株 22年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 59,314株 22年9月期2Q 57,700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我が国経済は、年末以降景気は持ち直しに転じておりましたが、自律性は弱

く、円高の長期化と原油価格の高騰により先行き不透明感が漂いました。そして、平成23年３月11日に発生した東

日本大震災の影響が懸念されるなかで推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは「店舗は舞台 お客様は観客 我々は一流役者 一流の料理と一流の接

客でお客様に感動を与え続けます」を経営方針として、お客様に「感極まるサービス」を提供できるように取り組

んでまいりました。 

販売強化策として、年末は「おせち料理」、年始は「福袋」、２月は「恵方寿司」、３月は雛祭りをイメージし

た「ちらし寿司」と毎月のように新しい企画を打ち出し、着実に販売量を強化しております。 

また、震災の発生により、店舗の一時休止や計画停電による首都圏店舗の営業時間短縮に加え、消費マインドの

冷え込みにより来客数が減少し、売上高及び営業利益に影響を及ぼしました。 

店舗の出店及び閉店につきましては、外食事業３店舗出店及び３店舗閉店、テイクアウト事業６店舗出店及び１

店舗閉店、８店舗の分離独立（㈱古市庵より㈱梅の花plusへ移管）により、当第２四半期末の店舗数は、252店舗

（Ｆ．Ｃ．店１店舗含む）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高152億64百万円（前年同期比102.8％）、営業利益４億

51百万円（前年同期比97.8％）、経常利益３億49百万円（前年同期比73.8％）となりました。また、特別損失とし

て、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額３億69百万円、店舗のスクラップアンドビルド等による固定資産除

売却損１億39百万円を計上したことにより、四半期純損失は、２億９百万円（前年同期は四半期純利益３億80百万

円）となりました。 

 なお、セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

（外食事業） 

 広告販促手段をテレビコマーシャルに重点を置き、「気がねなく話せる個室」がある店舗イメージを発信し、夜

にごゆっくりお食事頂けるお店をアピールいたしました。また、昼の来客数の増加を目的として、一部の店舗で昼

限定忘年会メニューを提供し、席の回転率の向上を図りました。 

 また、単品メニューにおきましても、レシピの改善や新しいドリンクメニューを積極的に提案・投入し、お声が

けを強化することで、客単価を上げることにより売上げの底上げができるように努力いたしました。同時に、お客

様の顧客満足度とリピート率を向上させる為に、サンキューレターや誕生日ＤＭの徹底を実施してまいりました。

 さらに、ここ数年来、継続的に強化している近隣の企業様への訪問営業にも力を入れております。 

 出店及び閉店につきましては、梅の花は、10月に「奈良店（奈良県）」、３月に「天神店（福岡県）」を出店、

２月に「アクロス天神店（福岡県）」、３月に「立川店（東京都）」、「仙台店（宮城県）」を閉店し、68店舗

（Ｆ．Ｃ．店１店舗含む）、チャイナ梅の花４店舗、かにしげ３店舗、その他店舗は、10月に新業態として「餃子

屋一番（福岡県）」を出店し、３店舗となりました。従いまして、外食事業の全店舗数は78店舗、売上高は96億82

百万円、セグメント利益６億53百万円となりました。 

  

（テイクアウト事業） 

出店及び閉店につきましては、古市庵テイクアウト店は、３月に「博多阪急店（福岡県）」、「大井阪急店（東

京都）」、「二子玉川東急フードショー店（東京都）」を出店し、10月に「熊本鶴屋店（熊本県）」を閉店し、

137店舗となりました。 

梅の花テイクアウト店は、従来、古市庵テイクアウト店に含めて管理していた８店舗、「新宿髙島屋店（東京

都）」、「金沢名鉄丸越店（石川県）」、「静岡松坂屋店（静岡県）」、「広島駅前福屋店（広島県）」、「恵比

寿三越店（東京都）」、「志木丸井店（埼玉県）」、「都筑阪急店（神奈川県）」、「ラゾーナ川崎店（神奈川

県）」を古市庵テイクアウト店より10月に分離独立させ、３月に「博多阪急店（福岡県）」、「大井阪急店（東京

都）」を出店し、30店舗となりました。 

その他店舗は、２月に「梅田阪神立喰寿司店（大阪府）」を出店し、７店舗となりました。 

 従いまして、テイクアウト事業の全店舗数は174店舗、売上高は55億82百万円、セグメント利益２億46百万円と

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



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①連結財政状態の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ31億11百万円増加し、214億40

百万円となりました。これは主に、公募増資及び第三者割当増資等により現金及び預金が28億49百万円、新規出店

等により有形固定資産が３億72百万円増加し、のれん償却によりのれんが57百万円減少したことによるものであり

ます。 

 負債の部につきましては、前連結会計期間末と比べ６億９百万円増加し、154億84百万円となりました。これは

主に、借入金の総額が１億45百万円減少し、季節要因により買掛金及び未払金が１億32百万円増加し、また、資産

除去債務６億48百万円を計上したことによるものであります。 

 純資産の部につきましては、前連結会計期間末と比べ25億１百万円増加し、59億55百万円となりました。これは

公募増資及び第三者割当増資により資本金及び資本剰余金が27億41百万円増加し、第２四半期純損失２億９百万円

を計上したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末と比

較して、28億99百万円増加し、35億32百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は９億21百万円（前年同期10億55百万円の収入）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失１億61百万円の計上、非資金的費用である減価償却費４億93百万円及びの

れん償却費57百万円の計上、店舗のスクラップアンドビルド等による固定資産除売却損益１億39百万円の計上、資

産除去債務会計基準の適用に伴う影響額３億69百万円を計上したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は５億72百万円（前年同期７億81百万円の支出）となりました。 

 これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出６億17百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は25億49百万円（前年同期10億91百万円の収入）となりました。 

 これは主に、金融機関からの長期借入れによる収入24億円及び長期借入金の返済による支出26億１百万円、株式

発行による収入27億41百万円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 

 平成22年11月12日に公表いたしました業績予想と変更はございません。 

 なお、業績予想につきましても、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。   

  

（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 

 適用した簡便な会計処理につきましては、重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ13,644千円減少し、税金等調整前四半期純損失は382,819千円増

加しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,860,960 1,011,665

売掛金 1,242,327 1,211,767

商品及び製品 58,635 65,736

原材料及び貯蔵品 140,139 126,128

繰延税金資産 281,180 176,100

その他 449,246 501,413

貸倒引当金 △1,958 △1,958

流動資産合計 6,030,531 3,090,854

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,881,694 6,723,450

機械装置及び運搬具（純額） 167,990 188,127

土地 4,875,944 4,595,376

建設仮勘定 1,369 53,750

その他（純額） 539,189 532,804

有形固定資産合計 12,466,188 12,093,509

無形固定資産   

のれん 751,610 809,376

その他 70,004 75,307

無形固定資産合計 821,615 884,683

投資その他の資産   

投資有価証券 64,723 64,247

長期貸付金 75,296 72,562

繰延税金資産 117,623 253,348

敷金及び保証金 1,781,612 1,750,554

その他 160,637 196,001

貸倒引当金 △77,647 △76,281

投資その他の資産合計 2,122,245 2,260,433

固定資産合計 15,410,049 15,238,626

資産合計 21,440,580 18,329,480



（単位：千円）

当第２四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 622,949 571,411

短期借入金 3,602,800 3,546,800

1年内返済予定の長期借入金 1,943,076 2,233,240

未払金 1,216,130 1,135,427

未払法人税等 22,500 33,300

賞与引当金 238,400 224,800

店舗閉鎖損失引当金 630 16,191

ポイント引当金 77,470 72,223

訴訟損失引当金 － 10,305

資産除去債務 54,666 －

その他 561,967 587,585

流動負債合計 8,340,590 8,431,283

固定負債   

長期借入金 5,783,316 5,694,296

退職給付引当金 161,169 159,183

資産除去債務 594,106 －

デリバティブ債務 479,013 501,142

その他 126,414 89,403

固定負債合計 7,144,020 6,444,025

負債合計 15,484,611 14,875,309

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,804,852 2,434,334

資本剰余金 3,181,841 1,811,323

利益剰余金 △1,024,605 △786,005

株主資本合計 5,962,088 3,459,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,393 △755

為替換算調整勘定 △4,725 △4,725

評価・換算差額等合計 △6,119 △5,480

純資産合計 5,955,969 3,454,171

負債純資産合計 21,440,580 18,329,480



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 14,846,662 15,264,644

売上原価 4,296,514 4,434,794

売上総利益 10,550,148 10,829,849

販売費及び一般管理費 10,088,182 10,378,071

営業利益 461,965 451,778

営業外収益   

受取利息 3,184 2,567

受取配当金 112 129

受取保険料 1,528 －

受取手数料 13,773 13,507

保険解約返戻金 － 19,842

デリバティブ評価益 92,462 －

雑収入 20,636 16,963

営業外収益合計 131,698 53,010

営業外費用   

支払利息 89,430 84,908

デリバティブ評価損 － 30,962

雑損失 30,189 39,206

営業外費用合計 119,620 155,077

経常利益 474,044 349,710

特別利益   

店舗閉鎖損失引当金戻入額 2,271 －

新株予約権戻入益 626 －

特別利益合計 2,898 －

特別損失   

固定資産除売却損 11,974 139,712

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 600

投資有価証券評価損 － 93

訴訟関連損失 － 1,695

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 369,175

ゴルフ会員権評価損 2,319 －

その他 41 －

特別損失合計 14,335 511,276

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（△）

462,607 △161,565

法人税、住民税及び事業税 13,583 11,284

法人税等調整額 68,882 36,900

法人税等合計 82,466 48,184

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △209,750

四半期純利益又は四半期純損失（△） 380,140 △209,750



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

462,607 △161,565

減価償却費 536,089 493,122

のれん償却額 57,778 57,816

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 369,175

投資有価証券評価損益（△は益） － 93

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,800 13,600

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △26,439 △15,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,746 1,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,189 1,366

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △10,305

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,773 5,246

受取利息及び受取配当金 △3,297 △2,696

支払利息 89,430 84,908

固定資産除売却損益（△は益） 11,974 139,712

ゴルフ会員権評価損 2,319 －

デリバティブ評価損益（△は益） △92,462 30,962

売上債権の増減額（△は増加） △143,007 △30,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,585 △6,909

仕入債務の増減額（△は減少） 122,853 51,538

その他 46,907 3,677

小計 1,162,847 1,025,608

利息及び配当金の受取額 1,307 728

利息の支払額 △88,987 △81,507

法人税等の支払額 △20,106 △22,939

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055,059 921,889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △70,681 △299

定期預金の払戻による収入 － 50,040

有形固定資産の取得による支出 △715,863 △617,613

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

無形固定資産の取得による支出 △3,787 △2,433

固定資産の除却による支出 △7,623 △3,703

投資有価証券の取得による支出 △1,168 △1,189

連結子会社株式の追加取得による支出 － △50

貸付けによる支出 － △2,840

貸付金の回収による収入 1,368 103

敷金及び保証金の回収による収入 36,259 9,459

敷金及び保証金の差入による支出 △15,593 △35,848

その他 △6,072 32,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △781,162 △572,000



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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） 282,702 56,000

長期借入れによる収入 2,150,000 2,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,299,461 △2,601,144

株式の発行による収入 － 2,741,036

リース債務の返済による支出 △2,663 △13,862

割賦債務の返済による支出 △10,443 △3,994

配当金の支払額 △28,436 △28,887

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,091,696 2,549,148

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,365,593 2,899,037

現金及び現金同等物の期首残高 699,722 633,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,065,315 3,532,951



 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２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

（1）外食事業・・・・・・・湯葉と豆腐懐石料理等の飲食店経営及びその付帯事業 

（2）テイクアウト事業・・・とうふしゅうまい、湯葉揚げ、寿司等の持ち帰り専門店経営 

  

【所在地別セグメント情報】  

前第２四半期連結会計期間（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額に占める「日本」の割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10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額に占める「日本」の割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
外食事業
（千円） 

テイクアウト
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  4,727,604  2,726,835  7,454,439  ―  7,454,439

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,159,729  9,129  1,168,858 (1,168,858)  ―

計  5,887,333  2,735,964  8,623,298 (1,168,858)  7,454,439

営業利益  485,510  42,648  528,159 (229,709)  298,449

  
外食事業
（千円） 

テイクアウト
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  9,282,944  5,563,718  14,846,662  ―  14,846,662

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,336,960  23,584  2,360,544 (2,360,544)  ―

計  11,619,904  5,587,302  17,207,207 (2,360,544)  14,846,662

営業利益  806,464  124,682  931,147 (469,182)  461,965



【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。 

 当社グループは、サービス形態別のセグメントから構成されており、「外食事業」及び「テイクアウト事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「外食事業」は、「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とした店舗を運営しております。「テイクアウト事

業」は、「古市庵」の寿司テイクアウト店および「梅の花」のテイクアウト店を中心とした店舗を運営してお

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10月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１ セグメント利益の調整額△448,176千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   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  

  該当事項はありません。  

  

（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。 

  

 当社は、平成23年３月８日付で公募増資を実施いたしました。また、平成23年３月28日付で大和証券キャピ 

タル・マーケッツ株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期連結会計期間 

において資本金が1,370,518千円、資本剰余金が1,370,518千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において 

資本金が3,804,852千円、資本準備金が3,181,841千円となっております。  

  

  （単位：千円）

  

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 

外食事業
テイクアウト

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  9,682,513  5,582,130  15,264,644  ─  15,264,644

セグメント間の内部売上高
又は振替高  4,801  25,175  29,976  △29,976  ─

計  9,687,315  5,607,306  15,294,621  △29,976  15,264,644

セグメント利益  653,420  246,534  899,955  △448,176  451,778

（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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