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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 47,184 6.5 1,261 ― 1,725 138.2 845 142.8
25年3月期第3四半期 44,308 13.7 △67 ― 724 ― 348 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 904百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 353百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 70.59 ―
25年3月期第3四半期 29.08 ―

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

26年3月期第3四半期 55,678 21,425 38.3 1,782.42
25年3月期 51,084 20,704 40.4 1,722.39
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 21,340百万円 25年3月期 20,622百万円

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 ： 有 
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 23.00 23.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 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 62,800 8.1 1,730 959.3 2,000 36.9 900 6.6 75.17



(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
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
１．平成25年５月14日公表の連結業績予想の修正を、本日平成26年２月12日に公表いたしました。 
２．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、将
来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については、四半
期決算短信【添付資料】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 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 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 12,215,132 株 25年3月期 12,215,132 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 242,080 株 25年3月期 241,948 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 11,973,115 株 25年3月期3Q 11,973,184 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀による大規模金融緩和等から円高が是

正され輸出関連企業等を中心として企業収益は改善しております。また、個人消費や設備投資も持ち直しており、

景気は緩やかに回復しつつあります。 

当鉄鋼流通加工業界におきましては、国内鋼材市況は長期に渡り低迷しておりましたが、スクラップ価格や電力

コストの上昇から、国内鉄鋼メーカーは製品出荷価格の引き上げを行っており、年初から市況は回復傾向となって

おります。また、５、６月には回復基調に若干の陰りが見えたものの、その後は再び回復基調を維持し、秋にはも

う一段の上昇となり順調に推移しております。 

このような環境下にありまして当社グループ（当社及び連結子会社）は、東日本大震災の復興需要につきまして

は土木材を中心に荷動きが活発化している事に加え、徐々に建築物件等にも波及してきております。また、その他

の地域においても積極的な営業活動を展開すると共に、得意先でありますゼネコンやファブリケーターが請け負う

建築物件等の受注状況は急速に改善してきており、鋼材の荷動きは回復しつつあります。この様な状況から、鋼材

の販売・加工事業につきましては特段の大型物件の受注等はないものの幅広く受注を頂き、販売量・販売金額共に

前年を大幅に上回る結果となりました。また、東京支社を中心とした鉄骨工事請負事業は、民間設備投資は小売業

や医療施設等の非製造業を中心に持ち直しの動きが見られ、物件情報等は増加しており、他社との競合など厳しさ

は残るものの、長年の施工実績等から受注活動は堅調に推移しております。工事売上額につきましては、工事完成

基準適用の中小物件は完成物件も多く売上高は増加となりましたが、工事進行基準適用の大型物件につきましては

昨年からの多くの物件が完成となり進捗が一段落したことから売上高は大幅な減少となりました。これらの結果か

ら当第３四半期連結累計期間の売上高は47,184百万円（前年同期比6.5％増）となりました。 

収益面におきましては、鋼材市況は年初から回復傾向となっており、ようやく鋼材流通業として適正な収益確保

が出来る状況となって参りました。また、鉄骨工事請負事業におきましては、鉄骨加工単価は歴史的な低水準から

は回復しておりますが、過去に受注した物件には収益性の低い物件も散見され、グループ各社においてコスト削減

の努力は鋭意行っているものの、引き続き厳しいものとなっております。これらの結果から当第３四半期連結累計

期間の営業利益は1,261百万円（前年同期は営業損失67百万円）となりました。また、円安の進行から為替差益311

百万円の発生により経常利益は1,725百万円（前年同期比138.2％増）、四半期純利益は845百万円（前年同期比

142.8％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 鋼材の販売・加工事業 

鋼材の販売・加工事業は、建築関連の民間設備投資は持ち直しており、鋼材の荷動きも活発となってきた事か

ら、販売量・販売金額は共に前年同期を大きく上回る結果となりました。 

品種別に見ますと、当社主力のＨ形鋼は、従来の建築向けに加え、土木向けの販売も好調だった事から、販売

量・販売金額共に前年を大幅に上回っております。また、販売価格も堅調に推移した事から収益に貢献しており

ます。鋼板類は、昨年は大型物件の受注により大幅増となっていた反動から当第３四半期連結累計期間は前年同

期を大きく下回る結果となりました。また、鋼管類は、ロール成形コラム、プレス成形コラム共に好調に推移し

た事から、販売量・販売金額共に前年同期を大幅に上回る結果となりました。以上の結果から、売上高は38,919

百万円（前年同期比20.1％増）、営業利益は1,684百万円（前年同期比516.6％増）となりました。 

② 鉄骨工事請負事業 

鉄骨工事請負事業は、民間設備投資は回復の兆しを見せており、首都圏、関西圏及び中京圏の大都市を中心と

した再開発や大型物件に加え、地方の中小物件にもようやく動きがみられる様になって参りました。受注状況に

つきましては、前年同期に比べ受注件数、受注金額共に若干上回っており順調に推移しております。売上高につ

きましては、工事進行基準適用の大型物件は昨年受注の物件の多くが完成をむかえたことに加え、新規着工の伸

び悩みから大幅な売上高の減少となったものの、工事完成基準適用の中小物件は、完成物件数、売上高共に前年

同期比並みに推移いたしました。以上の結果から、売上高は8,011百万円（前年同期比31.6％減）となりまし

た。また、収益につきましても非常に厳しく、各鉄骨加工子会社において原価割れの工事が散見されたこと等か

ら営業損失は157百万円（前年同期は営業損失230百万円）となりました。 

③ その他 

その他は、倉庫業及び運送業であり、運送業についてはグループ外の鉄骨製品輸送を積極的に行った事から売

上高は前年同期を大幅に上回りました。倉庫業につきましても堅調に推移いたしました。これらにより売上高は

252百万円（前年同期比34.4％増）、営業利益は85百万円（前年同期比145.2％増）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は55,678百万円（前連結会計年度末は51,084百万円）となり、

4,593百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金の減少1,526百万円、鋼材の販売・加工事業等の売上増加

に伴う受取手形及び売掛金の増加5,015百万円及び工事の進捗に伴う未成工事支出金の増加1,130百万円等による

ものであります。 

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は34,252百万円（前連結会計年度末は30,380百万円）となり、

3,872百万円増加しました。主な要因は、鋼材の仕入増加に伴う買掛金の増加1,164百万円、短期借入金の増加

1,799百万円及び繰延税金負債の増加476百万円等によるものであります。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は21,425百万円（前連結会計年度末は20,704百万円）とな

り、721百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加665百万円、その他有価証券評価差額金の増加53百

万円等であります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は38.3％となりました。 

  

② 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1,556百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には2,057百万円（前年同期比31.9％減）となりました。 

当第３四半期連結累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） 

営業活動の結果使用した資金は2,881百万円（前年同期は2,805百万円の獲得）となりました。これは主に、売

上債権の増加額5,108百万円及びたな卸資産の増加額799百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益

1,713百万円、仕入債務の増加額1,164百万円及び減価償却費480百万円等により一部相殺されたものでありま

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281百万円（前年同期比16.9％減）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出597百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入267百万円及び保険積立金の払戻

しによる収入103百万円等により一部相殺されたものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は1,569百万円（前年同期は763百万円の使用）となりました。これは主に、短期

借入金の増加額1,799百万円と配当金の支払額179百万円等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間における業績動向等を踏まえ、平成25

年５月14日の平成25年３月期決算短信にて公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、本日開示の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、予想数値は、現

時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、

今後の業況の変化によって異なる結果となる可能性があります。 

（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 

該当事項はありません。    

   

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,669,293 2,142,960

受取手形及び売掛金 15,810,603 20,826,062

商品及び製品 4,988,022 5,342,040

原材料及び貯蔵品 2,833,108 2,148,212

未成工事支出金 3,757,880 4,888,330

繰延税金資産 574,705 519,563

その他 511,330 693,756

貸倒引当金 △60,600 △59,400

流動資産合計 32,084,344 36,501,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,562,088 12,614,526

減価償却累計額 △6,984,535 △7,234,541

建物及び構築物（純額） 5,577,552 5,379,984

機械装置及び運搬具 5,301,984 5,543,304

減価償却累計額 △4,950,797 △4,705,191

機械装置及び運搬具（純額） 351,187 838,113

土地 10,740,576 10,740,576

リース資産 161,848 441,290

減価償却累計額 △49,846 △97,571

リース資産（純額） 112,001 343,719

建設仮勘定 419,446 －

その他 340,618 345,767

減価償却累計額 △322,683 △325,242

その他（純額） 17,934 20,524

有形固定資産合計 17,218,700 17,322,919

無形固定資産 40,958 54,539

投資その他の資産   

投資有価証券 758,715 821,982

関係会社株式 1,000 1,000

関係会社出資金 38,375 38,375

保険積立金 513,965 466,672

繰延税金資産 40,281 36,406

その他 842,651 903,896

貸倒引当金 △454,288 △469,112

投資その他の資産合計 1,740,700 1,799,221

固定資産合計 19,000,358 19,176,680

資産合計 51,084,703 55,678,206
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,964,774 9,129,616

短期借入金 16,599,931 18,399,908

リース債務 38,723 104,403

未払法人税等 115,192 323,163

未払消費税等 409,403 69,699

賞与引当金 77,900 36,700

役員賞与引当金 37,800 27,700

未成工事受入金 1,593,286 1,888,749

その他 832,273 896,369

流動負債合計 27,669,284 30,876,311

固定負債   

リース債務 63,866 202,648

繰延税金負債 781,591 1,257,683

退職給付引当金 1,025,225 1,070,041

役員退職慰労引当金 473,437 550,130

負ののれん 331,784 260,687

その他 35,407 35,127

固定負債合計 2,711,312 3,376,320

負債合計 30,380,597 34,252,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,829 3,948,829

資本剰余金 4,116,979 4,116,979

利益剰余金 12,628,408 13,294,045

自己株式 △204,469 △204,606

株主資本合計 20,489,746 21,155,246

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 132,695 185,743

その他の包括利益累計額合計 132,695 185,743

少数株主持分 81,663 84,585

純資産合計 20,704,106 21,425,575

負債純資産合計 51,084,703 55,678,206
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 44,308,646 47,184,784

売上原価 40,593,959 41,742,042

売上総利益 3,714,686 5,442,742

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 973,661 995,944

貸倒引当金繰入額 － 14,420

給料手当及び賞与 1,129,476 1,290,215

賞与引当金繰入額 12,970 27,034

役員賞与引当金繰入額 24,625 27,700

退職給付費用 59,383 58,947

役員退職慰労引当金繰入額 20,043 78,269

減価償却費 232,906 253,947

その他 1,328,741 1,434,580

販売費及び一般管理費合計 3,781,807 4,181,060

営業利益又は営業損失（△） △67,121 1,261,681

営業外収益   

受取利息 2,713 1,996

受取配当金 10,565 11,229

仕入割引 20,859 26,504

受取賃貸料 17,584 31,347

為替差益 24,908 311,863

デリバティブ評価益 666,079 33,525

負ののれん償却額 71,096 71,096

貸倒引当金戻入額 24,133 －

役員退職慰労引当金戻入額 54,183 1,576

その他 37,009 62,063

営業外収益合計 929,133 551,204

営業外費用   

支払利息 82,937 70,933

保険解約損 19,711 －

その他 34,847 16,505

営業外費用合計 137,496 87,438

経常利益 724,516 1,725,447

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,787

補助金収入 5,816 645

特別利益合計 5,816 2,433

特別損失   

投資有価証券評価損 500 13,985

特別損失合計 500 13,985
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 729,833 1,713,896

法人税、住民税及び事業税 50,791 355,629

法人税等調整額 329,496 506,907

法人税等合計 380,288 862,536

少数株主損益調整前四半期純利益 349,545 851,359

少数株主利益 1,392 6,125

四半期純利益 348,152 845,234
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 349,545 851,359

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,832 53,115

その他の包括利益合計 3,832 53,115

四半期包括利益 353,377 904,474

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 351,962 898,259

少数株主に係る四半期包括利益 1,414 6,215
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 729,833 1,713,896

減価償却費 388,670 480,136

負ののれん償却額 △71,096 △71,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84,395 13,623

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,500 △41,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,175 △10,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,073 36,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △118,043 76,693

受取利息及び受取配当金 △13,279 △13,226

支払利息 82,937 70,933

為替差損益（△は益） △46,524 △35,937

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,787

投資有価証券評価損益（△は益） 500 13,985

有形固定資産売却損益（△は益） △3,684 △9,755

有形固定資産除却損 858 1,031

無形固定資産除却損 2,597 －

デリバティブ評価損益（△は益） △666,079 △33,525

保険解約損益（△は益） 19,711 △37,677

補助金収入 △5,816 △645

売上債権の増減額（△は増加） 512,510 △5,108,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,759,765 △799,572

その他の流動資産の増減額（△は増加） 154,183 △108,816

仕入債務の増減額（△は減少） △1,669,547 1,164,842

未払消費税等の増減額（△は減少） 303,144 △326,940

未成工事受入金の増減額（△は減少） 542,226 295,463

その他の流動負債の増減額（△は減少） 131,198 63,186

その他 △3,939 △8,194

小計 2,908,128 △2,677,119

利息及び配当金の受取額 13,356 13,310

利息の支払額 △85,324 △71,751

法人税等の支払額 △36,961 △146,091

補助金の受取額 5,816 645

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,805,016 △2,881,007
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

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 △149,980 △134,980

定期預金の払戻による収入 104,980 104,980

有形固定資産の取得による支出 △384,129 △597,060

有形固定資産の売却による収入 43,011 267,838

投資有価証券の取得による支出 △1,016 △968

投資有価証券の売却による収入 － 6,821

子会社株式の取得による支出 － △3,220

短期貸付金の増減額（△は増加） △50 △610

長期貸付けによる支出 △10,086 △49

長期貸付金の回収による収入 1,170 1,325

保険積立金の積立による支出 △80,277 △18,156

保険積立金の払戻による収入 145,092 103,126

その他 △7,263 △10,240

投資活動によるキャッシュ・フロー △338,550 △281,193

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） △499,162 1,799,977

自己株式の取得による支出 － △136

配当金の支払額 △239,145 △179,933

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △24,905 △49,976

財務活動によるキャッシュ・フロー △763,214 1,569,930

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,524 35,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,749,776 △1,556,332

現金及び現金同等物の期首残高 1,268,595 3,614,313

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3,337 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,021,710 2,057,980
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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24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業のセグメントであり、運送事業及び倉庫事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 千円が含

まれております。全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。 

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損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

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 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業のセグメントであり、運送事業及び倉庫事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 千円が

含まれております。全社費用は、主に当社の本社管理部門に係る費用であります。 

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。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （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 

鋼材の販売 
・加工事業 

鉄骨工事 
請負事業 

計 

売上高                        

外部顧客への売上高  32,401,794  11,718,568  44,120,363 188,282  44,308,646  － 44,308,646

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,913,982  70,317  1,984,299 1,373,914  3,358,213  △3,358,213 －

計  34,315,777  11,788,885  46,104,662 1,562,196  47,666,859  △3,358,213 44,308,646

セグメント利益 

又は損失（△） 
 273,216  △230,122  43,094 34,869  77,963  △145,084 △67,121

△145,084 99,573 △244,658

  （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 

鋼材の販売 
・加工事業 

鉄骨工事 
請負事業 

計 

売上高                        

外部顧客への売上高  38,919,961  8,011,843  46,931,804 252,980  47,184,784  － 47,184,784

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,487,970  123,080  2,611,050 1,494,336  4,105,387  △4,105,387 －

計  41,407,932  8,134,923  49,542,855 1,747,316  51,290,171  △4,105,387 47,184,784

セグメント利益 

又は損失（△） 
 1,684,707  △157,843  1,526,863 85,490  1,612,354  △350,672 1,261,681

△350,672 △9,525 △341,146
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