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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 27,450 △0.7 452 127.2 395 228.8 1,751 ―
24年3月期第3四半期 27,642 △5.5 199 ― 120 ― △159 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,858百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △186百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 78.14 ―
24年3月期第3四半期 △7.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 30,186 14,001 45.6
24年3月期 31,086 12,010 37.9
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  13,757百万円 24年3月期  11,777百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 36,837 1.2 792 175.0 751 363.6 2,084 ― 93.01



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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く四半
期財務諸表に対する四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※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って異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料の3ページをご参照ください。 

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 22,610,359 株 24年3月期 22,610,359 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 201,585 株 24年3月期 199,946 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 22,409,607 株 24年3月期3Q 22,412,601 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

（６）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  10

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  11

株式会社グルメ杵屋　（9850）  平成25年３月期　第３四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災から１年が経過し緩やかに回復の兆しが見受け

られる一方で、海外経済を巡る不確実性は依然と高く、近隣国との関係悪化による影響の深刻化が懸念され、予断

を許さない状況が続きました。 

外食産業を取り巻く環境は、リーマンショック後から個人所得において回復の兆しが見えない状況の中、消費者

の外食頻度の低下は続き、さらに顧客獲得に向けた企業間競争は激化しており厳しい経営環境に直面しています。

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は前年同期比１億92百万円減少し、274億50百万

円となりました。利益につきましては、前期から取り組んでいる様々な原価をはじめとしたコスト低減策を継続し

た結果、連結営業利益４億52百万円、連結経常利益３億95百万円となり、特別利益で元気寿司㈱の株式の一部を売

却したことによる関係会社株式売却益15億72百万円計上により四半期純利益17億51百万円となりました。  

連結売上高    274億50百万円（前年同四半期連結売上高     276億42百万円） 

連結営業利益   ４億52百万円（前年同四半期連結営業利益    １億99百万円） 

連結経常利益   ３億95百万円（前年同四半期連結経常利益    １億20百万円） 

連結四半期純利益 17億51百万円（前年同四半期連結四半期純損失  １億59百万円） 

セグメントの業績は次のとおりです。 

（レストラン事業） 

既存店の業績回復を柱に、新規出店を控え、業績不振店舗の退店及び改装・業態変更を推進いたしました。その

結果、新規出店６店舗（前年同期４店舗）、退店15店舗（前年同期８店舗）を行い、当第３四半期連結会計期間末

における店舗数は39都道府県に440店舗（ケータリング３工場を含む。）となりました。改装は22店舗実施し、こ

のうち14店舗の業態変更を行いました。新店及び業態変更店の売上が伸び悩み減収となり、オープニング費用の増

加により減益となりました。 

以上の結果、レストラン事業の売上高は193億27百万円（前年同期比0.5％減）、セグメント利益は５億４百万円

（前年同四半期は５億68百万円の利益）となりました。 

（機内食事業）  

関西国際空港における旅客数が、昨年の東日本大震災の影響から緩やかに回復基調に入り増加したことにより増

収増益となりました。 

以上の結果、機内食事業の売上高は39億93百万円（前年同期比1.8％増）、セグメント利益89百万円（前年同四

半期は１億３百万円の損失）となりました。 

（業務用冷凍食品製造事業） 

冷凍食品（主に冷凍弁当）及びおせち料理の製造受注が増加した事等により増収増益となりました。 

以上の結果、業務用冷凍食品製造事業の売上高は10億34百万円（前年同期比1.1％増）、セグメント利益32百万

円（前年同四半期は47百万円の損失）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

大阪木津市場㈱の地方卸売市場の入居率はほぼ前期並みに推移しました。 

以上の結果、不動産賃貸事業の売上高は４億97百万円（前年同期比1.5％減）、セグメント利益２億２百万円

（前年同四半期は１億91百万円の利益）となりました。 

（運輸事業） 

水間鉄道㈱においては鉄道旅客数の増加により増収増益となりました。 

以上の結果、運輸事業の売上高は３億55百万円（前年同期比3.9％増）、セグメント利益33百万円（前年同四半

期は19百万円の利益）となりました。 

（その他） 

大阪木津市場㈱で展開しております水産物卸売事業は、魚介の卸売数量が減少したことにより減収減益となりま

した。日本食糧卸㈱で展開しております米穀卸売事業は、受注量の減少により減収になりましたが、原価削減の効

果により増益となりました。 

以上の結果、その他の売上高は22億42百万円（前年同期比7.2％減）、セグメント損失25百万円（前年同四半期

は59百万円の損失）となりました。 

      

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ８億99百万円減少し、301億86百万円

となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は140億１百万円となり、四半期純利益17億51百万円の計上等によ

り前連結会計年度末に比べて19億91百万円増加いたしました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

１．当四半期決算に関する定性的情報
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37.9％から45.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ２

億16百万円増加し、34億19百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが４億14百万円

の獲得（前年同四半期は４億35百万円の獲得）、投資活動によるキャッシュ・フローが29億20百万円の収入（前年

同四半期は８億45百万円の収入）、財務活動によるキャッシュ・フローが31億18百万円の支出（前年同四半期は16

億12百万円の支出）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18億88百万円、減価償却費６億30百万円、減損損失80百万円、関係会社株式売却益15

億72百万円の計上及び売上債権の増加６億41百万円、仕入債務の増加３億２百万円等を反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

元気寿司㈱株式の一部の売却による関係会社株式の売却による収入30億92百万円、業態変更・改装等に伴う有形

固定資産の取得による支出４億19百万円、退店及び契約条件見直しによる差入保証金の回収による収入４億９百万

円等を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入による収入８億円、長期借入金の返済による支出37億49百万円等を反映したものであります。 

  

（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24年８月６日に発表いたしました連結業績予想の数値から変更はございませ

ん。 

   

       

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,202,679 3,488,016 

預け金 940,110 968,321 

売掛金 1,152,930 1,766,547 

商品及び製品 144,148 140,140 

原材料及び貯蔵品 170,584 237,001 

短期貸付金 7,169 6,397 

繰延税金資産 91,326 91,326 

その他 270,697 317,421 

貸倒引当金 △5,677 △7,250 

流動資産合計 5,973,967 7,007,922 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,367,287 24,283,496 

減価償却累計額 △17,406,535 △17,523,469 

建物及び構築物（純額） 6,960,752 6,760,026 

機械装置及び運搬具 2,085,258 2,111,790 

減価償却累計額 △2,000,897 △2,007,440 

機械装置及び運搬具（純額） 84,361 104,349 

工具、器具及び備品 1,347,092 1,338,746 

減価償却累計額 △1,105,650 △1,117,081 

工具、器具及び備品（純額） 241,441 221,664 

土地 7,814,235 7,814,235 

建設仮勘定 － 1,859 

有形固定資産合計 15,100,791 14,902,136 

無形固定資産   

のれん 18,351 9,033 

その他 174,847 158,605 

無形固定資産合計 193,199 167,639 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,355,803 1,040,300 

長期貸付金 134,022 123,236 

差入保証金 7,257,659 6,885,776 

繰延税金資産 27,730 23,278 

その他 86,381 77,417 

貸倒引当金 △43,388 △41,339 

投資その他の資産合計 9,818,209 8,108,671 

固定資産合計 25,112,200 23,178,446 

資産合計 31,086,167 30,186,369 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,166,923 1,469,482 

短期借入金 420,000 420,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,499,582 2,272,322 

未払金 217,900 195,663 

未払費用 1,541,612 1,592,339 

リース債務 183,951 160,378 

1年内リース資産減損勘定 43,563 43,563 

未払法人税等 207,862 151,877 

未払消費税等 129,364 97,579 

資産除去債務 48,676 36,096 

その他 197,743 216,292 

流動負債合計 7,657,180 6,655,595 

固定負債   

長期借入金 7,509,739 5,787,852 

長期未払金 147,480 113,890 

リース債務 193,008 50,076 

長期リース資産減損勘定 101,375 64,419 

繰延税金負債 1,457,625 1,479,071 

退職給付引当金 280,128 284,594 

資産除去債務 1,065,602 1,108,955 

転貸損失引当金 50,158 38,800 

その他 613,802 601,775 

固定負債合計 11,418,919 9,529,435 

負債合計 19,076,099 16,185,030 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236 

資本剰余金 6,766,664 6,766,664 

利益剰余金 △717,966 1,168,655 

自己株式 △166,106 △166,936 

株主資本合計 11,720,828 13,606,620 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 56,972 151,036 

その他の包括利益累計額合計 56,972 151,036 

少数株主持分 232,267 243,681 

純資産合計 12,010,067 14,001,338 

負債純資産合計 31,086,167 30,186,369 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 27,642,664 27,450,559 

売上原価 16,880,695 16,656,279 

売上総利益 10,761,968 10,794,280 

販売費及び一般管理費 10,562,927 10,341,996 

営業利益 199,040 452,283 

営業外収益   

受取利息 4,334 5,217 

受取配当金 1,884 2,474 

仕入割引 59,898 6,836 

賃貸料収入 85,915 90,048 

貸倒引当金戻入額 47,803 3,624 

その他 43,350 48,864 

営業外収益合計 243,187 157,065 

営業外費用   

支払利息 152,010 113,061 

借入手数料 67,341 23,375 

長期前払費用償却 2,403 － 

賃貸費用 46,273 46,835 

持分法による投資損失 40,894 25,539 

その他 13,082 5,259 

営業外費用合計 322,005 214,072 

経常利益 120,222 395,276 

特別利益   

固定資産売却益 3,953 1,906 

関係会社株式売却益 － 1,572,434 

国庫補助金 － 59,015 

その他 7,650 5,989 

特別利益合計 11,603 1,639,344 

特別損失   

固定資産売却損 － 251 

固定資産除却損 32,076 51,826 

減損損失 99,740 80,883 

貸倒損失 12,578 － 

転貸損失引当金繰入額 64,588 － 

その他 22,333 13,042 

特別損失合計 231,316 146,004 

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（△）

△99,489 1,888,617 

法人税、住民税及び事業税 93,495 102,822 

法人税等調整額 － 21,446 

法人税等合計 93,495 124,269 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△192,985 1,764,348 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △33,263 13,312 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159,721 1,751,035 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△192,985 1,764,348 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,960 94,464 

持分法適用会社に対する持分相当額 656 △400 

その他の包括利益合計 6,616 94,063 

四半期包括利益 △186,368 1,858,412 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △153,097 1,845,103 

少数株主に係る四半期包括利益 △33,271 13,308 
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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３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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（△）

△99,489 1,888,617 

減価償却費 670,371 630,802 

減損損失 99,740 80,883 

貸倒損失 12,578 － 

長期前払費用償却額 10,204 8,084 

のれん償却額 8,825 9,318 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,257 4,466 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,364 △820 

転貸損失引当金の増減額（△は減少） 60,637 △11,358 

受取利息及び受取配当金 △6,219 △7,691 

支払利息 152,010 113,061 

国庫補助金 － △59,015 

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,572,434 

有形固定資産除却損 32,076 51,826 

有形固定資産売却損益（△は益） △3,953 △1,655 

売上債権の増減額（△は増加） △556,327 △641,828 

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,669 △62,408 

仕入債務の増減額（△は減少） 411,608 302,558 

未払消費税等の増減額（△は減少） 71,487 △35,874 

持分法による投資損益（△は益） 40,894 30,039 

その他 △51,516 △85,011 

小計 687,152 641,560 

利息及び配当金の受取額 6,219 7,691 

利息の支払額 △150,702 △113,286 

法人税等の支払額 △106,747 △121,155 

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,921 414,809 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

補助金の受取額 － 59,015 

有形固定資産の取得による支出 △272,260 △419,166 

無形固定資産の取得による支出 △3,406 △29,490 

長期前払費用の取得による支出 △4,657 △6,282 

店舗撤去に伴う支出 △33,371 △61,764 

関係会社株式の売却による収入 － 3,092,000 

有形固定資産の売却による収入 12,188 4,105 

子会社株式の取得による支出 △2,240 △0 

長期貸付けによる支出 △11,390 △8,070 

長期貸付金の回収による収入 29,270 18,501 

差入保証金の差入による支出 △45,136 △69,023 

差入保証金の回収による収入 1,173,603 409,434 

定期預金の預入による支出 － △68,950 

その他 2,533 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 845,132 2,920,310 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,530,000 720,000 

短期借入金の返済による支出 △2,410,000 △720,000 

長期借入れによる収入 850,000 800,000 

長期借入金の返済による支出 △2,454,643 △3,749,148 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △123,613 △166,504 

配当金の支払額 △811 － 

自己株式の取得による支出 △1,209 △830 

その他 △1,915 △2,250 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,612,193 △3,118,733 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,139 216,386 

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,039 3,202,679 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,037,900 3,419,066 

株式会社グルメ杵屋　（9850）  平成25年３月期　第３四半期決算短信



該当事項はありません。  

   

   

該当事項はありません。  

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．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 

 （単位：千円） 

（注）１．「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、水産物卸売事業及び米穀卸

   売事業を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△371,198千円は、主に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。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

   ３．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おります。 

   

２．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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

１．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 

 （単位：千円） 

（注）１．「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、水産物卸売事業及び米穀卸

   売事業を含んでおります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  報告セグメント  

  

その他 

（注）１ 

  

合計 

  

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 

  

レストラン

事業  

機内食事業 

業務用冷凍

食品製造事

業 

不動産賃

貸事業 

運輸事業 計 

売上高 

  

外部顧客に対する

売上高  

  19,431,651    3,924,611  1,023,012  504,395  342,455  25,226,127  2,416,536  27,642,664  －  27,642,664

  

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
    2  4,503  1,148,581  －  44,506  1,197,594  362,416  1,560,010  △1,560,010  －

計   19,431,654  3,929,114  2,171,594  504,395  386,962  26,423,721  2,778,953  29,202,675  △1,560,010  27,642,664

セグメント利益又は

損失（△） 

 568,996  △103,391  △47,158  191,101  19,990  629,537  △59,298  570,239  △371,198  199,040

  報告セグメント  

  

その他 

（注）１ 

  

合計 

  

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 

  

レストラン

事業  

機内食事業 

業務用冷凍

食品製造事

業 

不動産賃

貸事業 

運輸事業 計 

売上高 

  

外部顧客に対する

売上高  

  19,327,243    3,993,909  1,034,135  497,076  355,878  25,208,242  2,242,317  27,450,559  －  27,450,559

  

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
    115  3,979  1,054,383  －  41,958  1,100,437  352,606  1,453,044  △1,453,044  －

計   19,327,359  3,997,889  2,088,518  497,076  397,836  26,308,679  2,594,924  28,903,603  △1,453,044  27,450,559

セグメント利益又は

損失（△） 

 504,469  89,858  32,877  202,397  33,262  862,866  △25,112  837,754  △385,470  452,283
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    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△385,470千円は、主に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。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

   ３．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おります。 

   

２．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。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

  

  

該当事項はありません。  

（７）重要な後発事象
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