
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 株式会社 巴川製紙所 上場取引所 東 

コード番号 3878 URL http://www.tomoegawa.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 井上 善雄

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経営戦略本部長 （氏名） 山口 正明 TEL 054-256-4319
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14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 30,810 △0.5 2,003 119.9 1,934 130.1 1,332 263.1
22年3月期第3四半期 30,969 △4.0 911 ― 840 ― 366 277.7

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 26.12 ―

22年3月期第3四半期 7.38 ―

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 46,976 11,967 23.5 216.24
22年3月期 48,507 10,705 20.5 195.25

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,030百万円 22年3月期  9,960百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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  有  
 

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 41,000 △2.8 2,300 66.0 2,100 74.4 1,400 258.9 27.44



(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報告書の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
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年８月10日に公表いたしました連結業績予想は、通期を本資料において修正してあります。 
２．当資料に記載の業績予想は、決算発表日において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績 
  は、様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は【添付資料】Ｐ．３「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。）

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 51,947,031株 22年3月期  51,947,031株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  935,498株 22年3月期  932,831株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 51,012,796株 22年3月期3Q  49,726,866株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、旺盛な新興国需要や緊急経済対策の効果などを背景として上

期の景気は着実に持ち直したものの、下期に入ると海外経済全般の成長テンポの鈍化に加え円高の進行により輸出

が弱含みになるなど、足踏み状態になりました。  

 このような経済状況の下、当社グループの主力事業であるプラスチック材料加工事業において、フラットパネル

ディスプレイ（以下ＦＰＤと略す。）関連製品の受注が期間を通じて好調に推移したものの、上期まで比較的好調

であった半導体関連製品及び化成品（トナー）の受注が円高や顧客の在庫調整の影響により下期に入り減少したこ

となどから、当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同期に比べ１億５千８百万円減収の308億１千万

円(0.5％減)となりました。 

 利益面につきましては、前連結会計年度に引き続き総合的な経営合理化策を推進しコスト削減に努めた結果、期

央以降の受注の減少局面においても着実に収益をあげられる体質への転換が進むとともに、新製品の投入効果も加

わったことなどから、当第３四半期連結累計期間における営業利益は前年同期に比べ10億９千２百万円増益の20億

３百万円（119.9％増）となり、経常利益は前年同期に比べ10億９千３百万円増益の19億３千４百万円（130.1％

増）となりました。また、四半期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益１億４千２百万円を計上したこともあ

り、前年同期に比べ９億６千５百万円増益の13億３千２百万円（263.1％増）となりました。 
  

  （参考） 連結経営成績の推移                             （単位:百万円） 

  

 セグメントの業績は以下のとおりであります。 

①プラスチック材料加工事業 

 夏場以降に在庫調整局面に入った半導体関連製品は、第３四半期会計期間も低調な受注で推移しました。上期好

調に推移した化成品（トナー）は、下期に入り海外子会社の販売が堅調に推移したものの国内販売が低調となりま

した。ＦＰＤ関連製品は、新製品の投入効果もあり堅調に推移しました。この結果、売上高は204億７千１百万円

（対前年同期比0.2％減）となりました。 

 プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、収益改善対策の効果が大きく表れたことから、営業利益は

18億７千４百万円（対前年同期比95.2％増）となりました。 

  

②製紙・塗工紙関連事業  

 製紙・塗工紙関連事業は、一部製品がライフサイクルの衰退期を迎えていることなどから、売上高は102億６千

５百万円（対前年同期比1.0％減）となりました。 

 製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、売上高減少の影響を受けたものの、収益改善対策を推進した結

果、営業損益は前年同期に比べ１億６千７百万円改善し、６千７百万円の営業利益となりました。 

  

（参考） セグメントの概況                        （単位：百万円 比率：％）  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

    至 平成22年９月30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）

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） 

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）

売上高  21,260  9,549   30,810  30,969

営業利益  1,552  450  2,003  911

経常利益  1,405  527  1,934  840

四半期純利益  916  415  1,332  366

  

売上高 営業利益 

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減率
前第３四半期
連結累計期間 

当第３四半期
連結累計期間 

増減率

プラスチック材料加工事業  20,520  20,471  △0.2  960  1,874  95.2

製紙・塗工紙関連事業  10,370  10,265  △1.0  △100  67 － 

その他  78  73  △6.2  14  26  81.3

計  30,969  30,810  △0.5  874  1,967  125.1

調整額  － － －  36  35 － 

四半期連結損益計算書計上額   30,969  30,810  △0.5  911  2,003  119.9
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  （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」（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）に基づくマネジメント・アプローチにより、セグメント情報を開示しております。 

なお、前連結会計年度における事業の種類別セグメントと当連結会計年度におけるセグメントとの間に変更  

がないため、前年同四半期比を記載しております。 

  

 （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における資産合計は、469億７千６百万円で、前連結会計年度末に比べ15億３千１

百万円の減少となりました。流動資産は246億１千２百万円で、前連結会計年度末に比べ９千１百万円の減少とな

り、その主な要因は受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金と製品が増加したことによるものです。

固定資産は223億６千４百万円で、前連結会計年度末に比べ14億４千万円の減少となり、その主な要因は償却によ

る有形固定資産の減少によるものです。 

 負債合計は、350億８百万円で、前連結会計年度末に比べ27億９千３百万円の減少となりました。流動負債は232

億４千２百万円で、前連結会計年度末に比べ16億５千５百万円の増加となり、その主な要因は固定負債に計上され

ていた長期借入金が流動負債の１年内返済予定の長期借入金として振替えられたことによるものです。固定負債は

117億６千５百万円で、前連結会計年度末に比べ44億４千８百万円の減少となり、その主な要因は長期借入金の減

少によるものです。なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、203億５千９百万円と、前連

結会計年度末に比べ35億９千２百万円の減少となりました。 

 また、純資産は、119億６千７百万円で、前連結会計年度末に比べ12億６千２百万円の増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億２千７百万円増加

し、63億４千６百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が３億６千４百万円増加したものの、税金等調整前四半期純

利益20億３千１百万円の計上に加え、売上債権が９億４千１百万円減少したことなどから45億５千６百万円の増加

となり、前年同期と比べ10億７千１百万円の増加となりました。 

（投資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・フローは、投資有価証券の売却による収入が１億８千４百万円あったものの、有形

固定資産の取得による支出が４億５千１百万円あったことなどから、２億８千１百万円の減少となり、前年同期と

比べ４億８千４百万円の減少となりました。 

（財務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・フローは、長期借入れによる収入が49億４千５百万円あったものの、長期借入金の

返済による支出が82億７千６百万円あったことなどから33億６千６百万円の減少となり、株式発行による収入があ

った前年同期と比べ25億７千７百万円の減少となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループは、ワールドワイドな拡販活動と効率的な新製品開発により収入の安定・拡大を図るとともに、収

益改善対策の推進によるコスト削減を通じ収益力の維持・強化を目指しております。このような中、当第３四半期

連結累計期間の業績は、期央以降の景気の足踏み状態を反映して売上高こそ前年同期の数字をわずかに割り込んだ

ものの、利益面ではコスト削減効果により前年同期を大幅に上回る成績をあげることができました。 

 一方、足下の経済環境は、海外景気の減速や円高の定着、景気対策効果の一巡による反動などで、ここ暫くは景

気の足踏み状態が継続するものと予想され、これが当社グループの業績に影響を及ぼすものと見込まれます。 

 このような 近の経済環境と業績動向を踏まえ、平成22年８月10日に公表した業績予想数値を修正することとい

たしました。詳しくは、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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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.簡便な会計処理 

  税金費用の算定方法  

    当第３四半期連結累計期間の法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目 

   を重要なものに限定する方法によっております。 

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

（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の適用 

 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、経常利益はそれぞれ５百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、11百万円減少して

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
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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 6,413 5,677

受取手形及び売掛金 8,452 9,538

製品 5,708 5,521

仕掛品 70 67

原材料及び貯蔵品 2,029 2,003

その他 1,955 1,919

貸倒引当金 △17 △25

流動資産合計 24,612 24,703

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,718 9,168

機械装置及び運搬具（純額） 5,399 6,065

その他（純額） 4,926 4,883

有形固定資産合計 19,044 20,117

無形固定資産 509 648

投資その他の資産   

その他 2,813 3,040

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,810 3,038

固定資産合計 22,364 23,804

資産合計 46,976 48,507

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,856 7,358

短期借入金 1,529 1,781

1年内返済予定の長期借入金 9,835 8,733

未払法人税等 567 205

賞与引当金 210 391

その他 3,242 3,116

流動負債合計 23,242 21,587

固定負債   

長期借入金 8,994 13,436

退職給付引当金 1,938 1,919

役員退職慰労引当金 134 118

負ののれん 23 36

その他 674 702

固定負債合計 11,765 16,214

負債合計 35,008 37,802
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,894 2,894

資本剰余金 3,582 3,582

利益剰余金 5,722 4,390

自己株式 △323 △322

株主資本合計 11,876 10,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91 127

繰延ヘッジ損益 － △5

為替換算調整勘定 △937 △706

評価・換算差額等合計 △846 △584

少数株主持分 937 744

純資産合計 11,967 10,705

負債純資産合計 46,976 48,507
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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 30,969 30,810

売上原価 26,148 24,962

売上総利益 4,821 5,848

販売費及び一般管理費 3,909 3,844

営業利益 911 2,003

営業外収益   

受取利息 32 2

受取配当金 26 27

為替差益 6 83

負ののれん償却額 12 －

持分法による投資利益 － 10

補助金収入 208 61

その他 148 127

営業外収益合計 435 312

営業外費用   

支払利息 382 330

持分法による投資損失 26 －

その他 97 51

営業外費用合計 505 382

経常利益 840 1,934

特別利益   

固定資産売却益 1 13

投資有価証券売却益 － 142

その他 0 7

特別利益合計 1 163

特別損失   

固定資産除却損 38 30

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6

投資有価証券評価損 － 29

その他 24 0

特別損失合計 62 65

税金等調整前四半期純利益 779 2,031

法人税、住民税及び事業税 84 587

法人税等調整額 253 59

法人税等合計 338 646

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,384

少数株主利益 74 52

四半期純利益 366 1,332
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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 10,524 9,549

売上原価 8,826 7,831

売上総利益 1,698 1,718

販売費及び一般管理費 1,264 1,267

営業利益 433 450

営業外収益   

受取利息 11 1

受取配当金 10 10

為替差益 39 87

負ののれん償却額 4 －

持分法による投資利益 － 32

補助金収入 37 19

その他 27 39

営業外収益合計 130 191

営業外費用   

支払利息 129 102

持分法による投資損失 14 －

その他 45 11

営業外費用合計 190 114

経常利益 374 527

特別利益   

固定資産売却益 － △0

投資有価証券売却益 － 142

その他 0 －

特別利益合計 0 142

特別損失   

固定資産除却損 26 10

投資有価証券評価損 － 29

その他 － 0

特別損失合計 26 39

税金等調整前四半期純利益 347 630

法人税、住民税及び事業税 23 91

法人税等調整額 172 108

法人税等合計 196 200

少数株主損益調整前四半期純利益 － 430

少数株主利益 13 14

四半期純利益 138 415
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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 779 2,031

減価償却費 1,997 1,747

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 259 19

受取利息及び受取配当金 △59 △30

支払利息 382 330

為替差損益（△は益） 1 5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △142

有形固定資産売却損益（△は益） △1 △13

補助金収入 △208 △61

売上債権の増減額（△は増加） △2,673 941

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,492 △364

仕入債務の増減額（△は減少） 2,151 691

その他 △495 △124

小計 3,605 5,040

利息及び配当金の受取額 102 30

利息の支払額 △478 △368

法人税等の支払額 △145 △207

法人税等の還付額 200 －

その他の収入 208 61

その他の支出 △7 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,485 4,556

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 △18 △56

定期預金の払戻による収入 711 48

有形固定資産の取得による支出 △516 △451

有形固定資産の売却による収入 1 12

投資有価証券の売却による収入 － 184

その他 24 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー 203 △281
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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) 

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） △131 △249

長期借入れによる収入 486 4,945

長期借入金の返済による支出 △2,726 △8,276

株式の発行による収入 1,799 －

少数株主からの払込みによる収入 － 159

その他 △217 55

財務活動によるキャッシュ・フロー △788 △3,366

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,903 727

現金及び現金同等物の期首残高 2,445 5,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,348 6,346
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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） 

  

〔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） 

  

〔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） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

プラスチッ
ク材料加工
事業 
（百万円） 

製紙・塗工
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

 売上高         

(1）外部顧客に対する売上高  20,520  10,370  78  30,969  －  30,969

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 3  415  734  1,153 （1,153）  －

 計  20,524  10,785  812  32,122 （1,153）  30,969

 営業利益又は営業損失（△）  960  △100  14  874  36  911

  
日本  

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

 売上高          

(1）外部顧客に対する売上高  25,270  3,175  956  1,566  30,969  －  30,969

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 2,329  410  0  181  2,922 （2,922）  －

 計  27,600  3,585  956  1,747  33,891 （2,922）  30,969

 営業利益  818  35  45  33  932  △21  911

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,155  2,297  4,993  318  9,765

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  30,969

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 7.0  7.4  16.1  1.0  31.5
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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、取締役会及び代表取締

役社長（CEO）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、事業部を基本単位として製品分野別に展開している事業を、製品内容や経済的特徴等の類似性に基づい

て「プラスチック材料加工事業」と「製紙・塗工紙関連事業」の２つに集約し、包括的な事業戦略を立案・実行し

ております。  

従って、当社は、「プラスチック材料加工事業」と「製紙・塗工紙関連事業」を２つの報告セグメントとして

おります。 

「プラスチック材料加工事業」は、ＦＰＤ関連製品、半導体関連製品、化成品（トナー）の生産・販売を行っ

ております。「製紙・塗工紙関連事業」は、製紙関連製品、機能紙関連製品、塗工紙関連製品の生産・販売を行っ

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．「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、物流サービス等を含んでお 

ります。 

２．セグメント利益の調整額35百万円は、セグメント間取引消去額であります。 

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。 

      

（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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  （単位：百万円）

  

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 

プラスチッ
ク材料加工

事業 

製紙・塗工
紙関連事業 

計

売上高             

外部顧客への

売上高 
 20,471  10,265  30,736  73  30,810  －  30,810

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  233  233  686  920  △920  －

計  20,471  10,498  30,970  759  31,730  △920  30,810

セグメント利益  1,874  67  1,941  26  1,967  35  2,003

（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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