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1.  平成23年4月期第3四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成23年1月31日） 

（注）平成23年4月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、また、平成 
   22年4月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり期中平均 
   株価が把握できないため記載しておりません。 

(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4月期第3四半期 6,623 △24.0 158 △70.9 161 △70.2 91 △75.3

22年4月期第3四半期 8,719 ― 546 ― 541 ― 370 ―

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4月期第3四半期 15.62 ―

22年4月期第3四半期 76.29 ―

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4月期第3四半期 7,412 4,798 64.7 818.68
22年4月期 7,682 4,855 63.2 828.45

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  4,798百万円 22年4月期  4,855百万円

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  

（注）22年4月期期末配当金の内訳   普通配当 14円00銭  記念配当 6円00銭 

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4月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年4月期 ― 0.00 ―

23年4月期 
（予想）

14.00 14.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4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 9,010 △18.7 209 △64.4 213 △61.8 123 △67.4 20.98



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、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。 

※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「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「その他の情報」をご覧ください。）

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4月期3Q 6,085,401株 22年4月期  6,085,401株

② 期末自己株式数 23年4月期3Q  224,757株 22年4月期  224,678株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 5,860,720株 22年4月期3Q 4,860,723株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国向け輸出の増加等を背景に緩やかな回復

を続けましたが、政府の景気刺激策の一部終了等により後半にかけて回復のペースが下がり、加えて円

高基調の定着により輸出企業の収益に及ぼす影響の懸念から引続き先行きが不透明な状況で推移して参

りました。 

このような環境下、防護服・環境資機材事業におきましては、第１四半期連結会計期間においては、

口蹄疫への対応、 近では鳥インフルエンザへの対応等頻発する安全衛生上の問題に対し、当社グルー

プの社会的責任を果たすべく米国デュポン社製タイベック®防護服を中心とする製商品の安定的供給に

取組んで参りました。また、たたみ資材事業、アパレル資材事業におきましても、当社グループの特徴

を活かした商品の販売に注力いたしました。 

セグメント及び当社グループ全体の業績を示すと、次のとおりであります。 

防護服・環境資機材事業においては、インフルエンザ対策用品について、見込み販売数量を大きく下

回ったことと、今夏の記録的な猛暑により比較的リスクの低い作業において防護服を着用しないという

事態が生じたことにより特に第２四半期連結会計期間の業績が予想を下回り、昨年11月に業績の下方修

正をいたしました。第３四半期連結会計期間においては、ほぼ見直し後の計画通りに推移し、防護服・

環境資機材事業の売上高は2,863百万円、営業利益は240百万円となりました。 

たたみ資材事業においては、市場の縮小や個人消費の伸び悩みといった厳しい環境下ではありました

が、住宅エコポイントの影響で断熱材の需要が増えたことによる品薄感から資材の調達を早める動きが

出て参りました。この影響により、同じ断熱材を原料とする畳床資材のボードとフォームの販売が好調

に推移し、売上高は1,304百万円、営業利益は61百万円となりました。 

アパレル資材事業においては、特に商品開発及び日系アパレル企業への対応において中国子会社との

連携を強め、上半期は売上高も比較的好調に推移しましたが、第３四半期連結会計期間については、ス

ポーツウェア向け素材の生産が、予定以上に海外へシフトした影響を受けました。また利益面において

も一部素材の価格高騰による調達難が利益を圧迫したため、売上高は1,855百万円、営業利益は112百万

円となりました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は6,623百万円（前年同四半期比

76.0%）、営業利益は158百万円（前年同四半期比29.1%）、経常利益は161百万円（前年同四半期比

29.8%）、四半期純利益は91百万円（前年同四半期比24.7%）となりました。 

(注) 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」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」を適用しております。これにより、アパレル資材事業

の売上高、営業利益につきましては、中国子会社を含まない金額を記載しております。また、報告

セグメントに配分していない一般管理費の全社費用が283百万円あります。 

  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.1%減少し、6,016百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が619百万円減少し、商品及び製品が214百万円増加したことなどによります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.1%減少し、1,395百万円となりました。これは、主として

新設中の岡山事業所のレイアウト変更及び倉庫設備拡充に伴う建設仮勘定の計上などにより有形固定資

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）
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産が10百万円増加し、無形固定資産が19百万円、投資その他の資産が7百万円減少したことなどにより

ます。 

  この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.5%減少し、7,412百万円となりました。 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.1%減少し、2,167百万円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が60百万円増加し、未払法人税等が168百万円減少したことなどによります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて14.0%減少し、446百万円となりました。これは、主として社

債が40百万円、長期借入金が21百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて7.5%減少し、2,614百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2%減少し、4,798百万円となりました。これは、主とし

て剰余金の配当などにより利益剰余金が27百万円、評価・換算差額等が29百万円減少したことなどによ

ります。 

  

当第３四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、前連結会計年

度末に比べ619百万円減少し、998百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動の結果支出した資金は、400百万円（前年同四半期は、76百万円の支出）となりました。

支出の主な内訳は、売上債権の増加88百万円、たな卸資産の増加277百万円、法人税等の支払額202百

万円等であります。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益161百万円、仕入債務の増加73百

万円等であります。 

  投資活動の結果支出した資金は40百万円（前年同四半期は、34百万円の支出）となりました。支出

の主な内訳は、建設仮勘定の計上を含む有形固定資産の取得による支出37百万円等であります。 

財務活動の結果支出した資金は、165百万円（前年同四半期は、90百万円の支出）となりました。

支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出44百万円、配当金の支払額116百万円等でありま

す。 

  

平成23年４月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月30日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」から変更はありません。 

  

（負債）

（純資産）

（キャッシュ・フローの状況の分析）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半期連結会計期間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。 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の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を主としております。ま

た、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

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。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

  

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

《簡便な会計処理》

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

《特有の会計処理》

(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３四半期連結会計期間末
(平成23年１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４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,428,626 2,047,672

受取手形及び売掛金 2,646,771 2,576,388

商品及び製品 1,531,242 1,317,220

原材料 306,262 250,591

その他 109,250 88,209

貸倒引当金 △5,205 △8,433

流動資産合計 6,016,947 6,271,648

固定資産

有形固定資産 961,404 950,707

無形固定資産 160,783 180,254

投資その他の資産

投資有価証券 141,206 144,265

その他 152,943 163,805

貸倒引当金 △20,926 △27,765

投資その他の資産合計 273,223 280,304

固定資産合計 1,395,411 1,411,266

資産合計 7,412,359 7,682,914

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,866,473 1,806,257

短期借入金 88,700 53,700

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 15,845 184,210

賞与引当金 27,200 54,200

その他 119,242 159,409

流動負債合計 2,167,461 2,307,777

固定負債

社債 180,000 220,000

長期借入金 － 21,381

退職給付引当金 165,106 173,840

役員退職慰労引当金 101,770 104,580

固定負債合計 446,876 519,801

負債合計 2,614,337 2,827,578
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年１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４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,038,033 1,038,033

利益剰余金 2,931,129 2,958,753

自己株式 △29,649 △29,622

株主資本合計 4,827,159 4,854,810

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,824 17,560

為替換算調整勘定 △42,961 △17,034

評価・換算差額等合計 △29,137 526

純資産合計 4,798,022 4,855,336

負債純資産合計 7,412,359 7,682,914
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 8,719,352 6,623,271

売上原価 7,002,586 5,360,259

売上総利益 1,716,765 1,263,012

販売費及び一般管理費 1,170,658 1,104,165

営業利益 546,107 158,847

営業外収益

受取利息 1,015 1,804

受取配当金 1,975 2,220

受取賃貸料 2,000 －

保険解約返戻金 2,082 1,474

その他 3,531 5,216

営業外収益合計 10,604 10,716

営業外費用

支払利息 4,128 3,079

社債発行費 1,909 －

為替差損 4,301 4,967

上場関連費用 4,273 －

その他 244 49

営業外費用合計 14,856 8,096

経常利益 541,855 161,466

特別利益

移転補償金 103,898 －

貸倒引当金戻入額 － 2,521

特別利益合計 103,898 2,521

特別損失

固定資産売却損 91 －

固定資産除却損 390 167

減損損失 1,145 2,636

特別損失合計 1,627 2,804

税金等調整前四半期純利益 644,126 161,184

法人税、住民税及び事業税 217,040 40,310

法人税等調整額 56,245 29,299

法人税等合計 273,286 69,610

少数株主損益調整前四半期純利益 － 91,574

四半期純利益 370,840 91,574
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 2,926,266 2,262,452

売上原価 2,322,510 1,831,459

売上総利益 603,755 430,992

販売費及び一般管理費 370,644 355,117

営業利益 233,111 75,875

営業外収益

受取利息 311 552

受取配当金 735 993

受取賃貸料 660 －

保険配当金 1,192 1,152

その他 1,028 1,083

営業外収益合計 3,927 3,781

営業外費用

支払利息 1,333 923

為替差損 4,479 1,822

上場関連費用 4,273 －

その他 23 14

営業外費用合計 10,109 2,760

経常利益 226,929 76,896

特別利益

移転補償金 103,898 －

貸倒引当金戻入額 1,656 24

特別利益合計 105,555 24

特別損失

固定資産除却損 － 148

特別損失合計 － 148

税金等調整前四半期純利益 332,484 76,772

法人税、住民税及び事業税 99,903 14,495

法人税等調整額 32,605 18,946

法人税等合計 132,509 33,441

少数株主損益調整前四半期純利益 － 43,330

四半期純利益 199,975 43,330
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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21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１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 644,126 161,184

減価償却費 49,412 44,985

減損損失 1,145 2,636

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,137 △10,055

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,005 △27,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △14,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,642 △8,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,030 △2,810

受取利息及び受取配当金 △2,991 △4,025

為替差損益（△は益） △373 1,172

支払利息 4,128 3,079

移転補償金 △103,898 －

売上債権の増減額（△は増加） △304,668 △88,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △460,081 △277,014

仕入債務の増減額（△は減少） 209,984 73,003

その他 △32,832 △52,202

小計 △50,586 △198,268

利息及び配当金の受取額 2,731 3,901

利息の支払額 △4,658 △3,581

移転補償金の受取額 146,899 －

法人税等の支払額 △170,465 △202,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,078 △400,758

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 － △123

投資有価証券の取得による支出 △2,693 △2,846

有形固定資産の取得による支出 △12,779 △37,074

有形固定資産の売却による収入 201 －

無形固定資産の取得による支出 △20,600 △4,210

保険積立金の積立による支出 － △1,615

保険積立金の解約による収入 － 1,809

その他 1,781 3,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,090 △40,735
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１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） 63,000 35,000

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △73,220 △44,183

社債の発行による収入 98,090 －

社債の償還による支出 △140,000 △40,000

配当金の支払額 △68,050 △116,342

その他 － △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,179 △165,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,617 △12,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,966 △619,169

現金及び現金同等物の期首残高 1,499,954 1,617,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,293,988 998,786
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成23年１月31日）  

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年５月１日  至  平成22年１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  各区分の主な商品 

(1)  防護服・環境資機材事業…化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売 

(2)  たたみ資材事業……………畳表、各種畳材料の販売および畳下内装工事の施工 

(3)  アパレル資材事業…………芯地、型カット品その他繊維副資材の製造販売 

３  会計方針の変更 

前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価方法） 

第１四半期連結会計期間から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）から移動平均

法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、営業利益に与える影響は軽微であります。 

  

(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】

防護服・環境
資機材事業 
 (千円)

たたみ資材
事業 
(千円)

アパレル資材
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,825,165 394,692 706,408 2,926,266 ― 2,926,266

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

116 ― 1,085 1,201 (1,201) ―

計 1,825,281 394,692 707,494 2,927,467 (1,201) 2,926,266

営業利益 260,053 17,437 41,961 319,452 (86,341) 233,111

防護服・環境
資機材事業 
 (千円)

たたみ資材
事業 
(千円)

アパレル資材
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

5,169,594 1,217,906 2,331,851 8,719,352 ― 8,719,352

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,266 ― 1,830 3,096 (3,096) ―

計 5,170,860 1,217,906 2,333,681 8,722,448 (3,096) 8,719,352

営業利益 635,614 49,400 121,986 807,001 (260,894) 546,107
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前第３四半期連結会計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)及び前第３四半期連結累計

期間(自  平成21年５月１日  至  平成22年１月31日) 

  全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90%を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)及び前第３四半期連結累計

期間(自  平成21年５月１日  至  平成22年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社は、事業の種類別セグメントを構成単位とした「防護服・環境資機材」「たたみ資材」「アパレル

資材」の３事業を報告セグメントとしております。 

「防護服・環境資機材」は、化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売、「たたみ資材」

は、畳表、各種畳材料の販売及び畳下内装工事の施工、「アパレル資材」は、芯地、型カット品その他繊

維副資材の製造販売を行っております。 

これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ分離された財務

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。 

  

【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５月１日  至  平成23年１月31日) 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益調整額は、セグメント間取引に関わる調整額2,665千円、及び、報告セグメントに配分して

いない一般管理費等の全社費用△283,267千円であります。 

３  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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年11月１日  至  平成23年１月31日) 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益調整額は、セグメント間取引に関わる調整額903千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない一般管理費等の全社費用△85,121千円であります。 

３  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。 

  

該当事項はありません。 

  

その他の注記事項、個別情報、補足情報等は、第３四半期決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 

  

(単位：千円)

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

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

2,863,233 1,304,265 1,855,711 6,023,209 600,061 6,623,271 ― 6,623,271

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

179 8 4,090 4,278 22,671 26,950 △26,950 ―

計 2,863,413 1,304,273 1,859,801 6,027,488 622,733 6,650,221 △26,950 6,623,271

セグメント利益 240,085 61,551 112,139 413,775 25,673 439,448 △280,601 158,847

(単位：千円)

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

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

1,061,910 475,007 517,233 2,054,151 208,301 2,262,452 ― 2,262,452

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

32 8 1,929 1,970 9,114 11,084 △11,084 ―

計 1,061,943 475,015 519,162 2,056,121 217,415 2,273,537 △11,084 2,262,452

セグメント利益 101,781 23,284 26,155 151,220 8,872 160,093 △84,217 75,875

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(開示の省略)
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