
 
                  平成 25 年２月 13 日 

各      位 
会 社 名 株  式  会  社  ジ  パ  ン  グ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  谷  藤 吉 郎

（ JASDAQ・ コ ー ド 2684）

問 合 せ先 専務取締役管理本部長 亀田 学

（ T E L： 0 3 - 5 4 6 8 - 3 6 9 0）

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、過去に発表しました決算短信及び四半期決算短信において記載内容に訂正すべき事項がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所を含むページには訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には  （下線）を付して表

示しております。 

 

 

記  
 
１．訂正を行う決算短信 

  決算期 平成23年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

  発表日 平成22年８月12日 

 

２．訂正の理由 

本日（平成25年２月13日）付「過年度有価証券報告書及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

以 上 



（訂正前） 

 

   

 

 
  

 
（注）当社は、平成22年３月期第１四半期においては連結の対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、四半期連

結財務諸表は作成しておりません。そのため平成22年３月期第１四半期の連結経営成績（累計）及び平成23年
３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

   当社は、平成22年３月期が決算期変更の経過期間となるため、平成22年３月期第２四半期は連結対象となる子

会社の重要性が乏しくなり、四半期連結財務諸表を作成していないため、対前期および対前年同四半期増減率

については記載しておりません。 

  

【サマリー情報】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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１四半期 3,262 ― 88 ― △143 ― △328 ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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１四半期 △69 96 ― ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ―

 (2) 連結財政状態

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１四半期 8,258 1,555 18.8 331 36

22年３月期 8,642 1,966 22.8 418 83

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,555百万円 22年３月期 1,966百万円

2. 配当の状況

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 ―

23年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 6,824 ― 630 ― 320 ― 200 ― 42 60

通期 13,596 ― 411 ― 260 ― 158 ― 33 66



  

 

 
   (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・手続き、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き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づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

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 

・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。なお、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、【添付資料】４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】５ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(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に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
 

 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１Ｑ 4,695,855株 22年３月期 4,695,855株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,708株 22年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,694,147株 22年３月期１Ｑ 68,266株



  
（訂正後） 

 

   

 

 
  

 
（注）当社は、平成22年３月期第１四半期においては連結の対象となる子会社の重要性が乏しくなったため、四半期連

結財務諸表は作成しておりません。そのため平成22年３月期第１四半期の連結経営成績（累計）及び平成23年
３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

   当社は、平成22年３月期が決算期変更の経過期間となるため、平成22年３月期第２四半期は連結対象となる子

会社の重要性が乏しくなり、四半期連結財務諸表を作成していないため、対前期および対前年同四半期増減率

については記載しておりません。 

  

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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１四半期 3,262 ― 100 ― △131 ― △320 ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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１四半期 △68 29 ― ―

22年３月期第１四半期 ― ― ― ―

 (2) 連結財政状態

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１四半期 8,419 1,705 20.3 363 25

22年３月期 8,782 2,106 24.0 448 71

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,705百万円 22年３月期 2,106百万円

2. 配当の状況

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 ―

23年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 6,824 ― 630 ― 320 ― 200 ― 42 60

通期 13,596 ― 411 ― 260 ― 158 ― 33 66



  

 

 
   (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・手続き、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き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づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

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 

・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。なお、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、【添付資料】４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】５ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(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に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
 

 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１Ｑ 4,695,855株 22年３月期 4,695,855株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,708株 22年３月期 1,708株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,694,147株 22年３月期１Ｑ 68,266株



（訂正前） 

（省略） 

当第１四半期連結会計期間の売上高は32億62百万円、営業利益は88百万円となりましたが、支払利

息、デリバティブ評価損、金価格差損等の営業外費用の計上により経常損失が１億43百万円、四半期純

損失は３億28百万円となっております。  

（省略） 

  

（訂正後） 

（省略） 

当第１四半期連結会計期間の売上高は32億62百万円、営業利益は１億円となりましたが、支払利息、

デリバティブ評価損、金価格差損等の営業外費用の計上により経常損失が１億31百万円、四半期純損失

は３億20百万円となっております。  

（省略） 

  

【添付資料】

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



  

（訂正前） 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億44百万円減少し35億68百万円となりました。これは主に輸

入商品の増加に伴う現金支払いの増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億39百万円減少し46億89百万円となりました。これは主に北

米子会社における繰延税金資産の減少によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億83百万円減少し、82億58百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し40億17百万円となりました。これは主に未払法

人税等の支払いによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ52百万円増加し26億85百万円となりました。これは主に長期借

入金の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ26百万円増加し、67億２百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億10百万円減少し15億55百万円となりました。これは主に

四半期純損失として３億28百万円を計上したことによるものであります。   

（省略） 

  

（訂正後） 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億24百万円減少し36億77百万円となりました。これは主に輸

入商品の増加に伴う現金支払いの増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億38百万円減少し47億42百万円となりました。これは主に北

米子会社における繰延税金資産の減少によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億62百万円減少し、84億19百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し40億29百万円となりました。これは主に未払法

人税等の支払いによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ52百万円増加し26億85百万円となりました。これは主に長期借

入金の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、67億14百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億１百万円減少し17億５百万円となりました。これは主に

四半期純損失として３億20百万円を計上したことによるものであります。   

（省略） 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報



（訂正前） 

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 467,425 891,343

受取手形及び売掛金 637,941 609,543

商品 457,543 420,043

仕掛品 1,372,638 1,358,774

原材料及び貯蔵品 97,974 90,853

その他 653,961 466,316

貸倒引当金 △119,238 △124,061

流動資産合計 3,568,246 3,712,812

固定資産

有形固定資産 1,865,726 1,898,380

無形固定資産 191,527 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,359,357 1,355,863

長期貸付金 1,271,566 1,271,566

繰延税金資産 837,480 978,602

その他 435,796 498,248

貸倒引当金 △1,271,545 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,632,656 2,834,876

固定資産合計 4,689,909 4,929,249

資産合計 8,258,155 8,642,061

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,137,954 1,143,149

短期借入金 1,095,500 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 791,131 761,502

未払法人税等 37,296 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 955,582 902,314

流動負債合計 4,017,465 4,043,450

固定負債

長期借入金 1,028,387 989,197

退職給付引当金 25,238 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 101,744 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,384,364 －

その他 86,064 98,737

固定負債合計 2,685,238 2,632,543

負債合計 6,702,703 6,675,994



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 1,582,334 1,582,334

資本剰余金 3,202,629 7,695,621

利益剰余金 △2,845,635 △7,010,239

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 1,903,130 2,231,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,864 7,247

為替換算調整勘定 △362,542 △272,698

評価・換算差額等合計 △347,678 △265,451

純資産合計 1,555,452 1,966,067

負債純資産合計 8,258,155 8,642,061



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 467,425 891,343

受取手形及び売掛金 637,941 609,543

商品 457,543 420,043

仕掛品 1,522,146 1,494,864

原材料及び貯蔵品 97,974 90,853

その他 613,312 418,684

貸倒引当金 △119,238 △124,061

流動資産合計 3,677,105 3,801,271

固定資産

有形固定資産 1,953,059 1,965,461

無形固定資産 172,094 195,991

投資その他の資産

差入保証金 1,359,357 1,355,863

長期貸付金 1,271,566 1,271,566

繰延税金資産 809,210 950,740

その他 448,691 510,796

貸倒引当金 △1,271,545 △1,269,403

投資その他の資産合計 2,617,280 2,819,562

固定資産合計 4,742,434 4,981,014

資産合計 8,419,539 8,782,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,137,954 1,143,149

短期借入金 1,095,500 1,140,500

1年内返済予定の長期借入金 791,131 761,502

未払法人税等 37,296 93,210

賞与引当金 － 2,774

その他 967,261 902,314

流動負債合計 4,029,143 4,043,450

固定負債

長期借入金 1,028,387 989,197

退職給付引当金 25,238 23,640

役員退職慰労引当金 59,440 59,440

債務保証損失引当金 101,744 101,453

原状回復引当金 － 1,360,074

資産除去債務 1,384,364 －

その他 86,064 98,737

固定負債合計 2,685,238 2,632,543

負債合計 6,714,381 6,675,994



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 1,582,334 1,582,334

資本剰余金 3,202,629 7,695,621

利益剰余金 △2,667,650 △6,840,057

自己株式 △36,197 △36,197

株主資本合計 2,081,115 2,401,701

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,864 7,247

為替換算調整勘定 △390,822 △302,656

評価・換算差額等合計 △375,957 △295,409

純資産合計 1,705,157 2,106,291

負債純資産合計 8,419,539 8,782,286



（訂正前） 

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 3,262,653

売上原価 1,800,364

売上総利益 1,462,289

販売費及び一般管理費 ※ 1,373,327

営業利益 88,961

営業外収益

受取利息 2,301

負ののれん償却額 2,801

業務受託手数料 3,924

その他 835

営業外収益合計 9,862

営業外費用

支払利息 61,050

デリバティブ評価損 72,382

金価格差損 48,498

その他 60,424

営業外費用合計 242,355

経常利益 △143,530

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,137

賞与引当金戻入額 2,774

特別利益合計 6,911

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

投資有価証券評価損 12,376

特別損失合計 13,664

税金等調整前四半期純利益 △150,283

法人税、住民税及び事業税 13,148

法人税等調整額 164,956

法人税等合計 178,104

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △328,387

四半期純損失（△） △328,387



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 3,262,653

売上原価 1,788,361

売上総利益 1,474,292

販売費及び一般管理費 ※ 1,373,327

営業利益 100,964

営業外収益

受取利息 2,301

負ののれん償却額 2,801

業務受託手数料 3,924

その他 835

営業外収益合計 9,862

営業外費用

支払利息 61,050

デリバティブ評価損 72,382

金価格差損 48,498

その他 60,424

営業外費用合計 242,355

経常損失（△） △131,527

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,137

賞与引当金戻入額 2,774

特別利益合計 6,911

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

投資有価証券評価損 12,376

特別損失合計 13,664

税金等調整前四半期純損失（△） △138,280

法人税、住民税及び事業税 13,148

法人税等調整額 169,157

法人税等合計 182,305

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △320,586

四半期純損失（△） △320,586



（訂正前） 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 △150,283

減価償却費 72,988

負ののれん償却額 △2,801

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,598

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 290

資産除去債務の増減額 9,709

受取利息 △2,301

支払利息 61,050

金価格差損 48,498

デリバティブ評価損益（△は益） 72,382

投資有価証券評価損益（△は益） 12,376

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

売上債権の増減額（△は増加） △25,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,051

仕入債務の増減額（△は減少） △5,405

その他 △149,745

小計 △104,387

利息及び配当金の受取額 2,046

利息の支払額 △51,671

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,876

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △40,304

有形固定資産の売却による収入 3,456

差入保証金の差入による支出 △1,440

その他 1,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,612

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 150,000

短期借入金の返済による支出 △195,000

長期借入金の返済による支出 △144,374

その他 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,917

現金及び現金同等物の期首残高 721,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 297,425



  
（訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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損失（△） △138,280

減価償却費 72,666

負ののれん償却額 △2,801

貸倒引当金戻入額 △4,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,598

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 290

資産除去債務の増減額 9,709

受取利息 △2,301

支払利息 61,050

金価格差損 48,498

デリバティブ評価損益（△は益） 72,382

投資有価証券評価損益（△は益） 12,376

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,287

売上債権の増減額（△は増加） △25,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,732

仕入債務の増減額（△は減少） △5,405

その他 △149,745

小計 △104,387

利息及び配当金の受取額 2,046

利息の支払額 △51,671

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,876

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △40,304

有形固定資産の売却による収入 3,456

差入保証金の差入による支出 △1,440

その他 1,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,612

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 150,000

短期借入金の返済による支出 △195,000

長期借入金の返済による支出 △144,374

その他 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,917

現金及び現金同等物の期首残高 721,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 297,425



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１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

（訂正前） 

 
（注）（省略） 

  

（訂正後） 

 
（注）（省略） 

  

(5) セグメント情報

（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物販事業 鉱山事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント利益 
又は損失（△）

1,543 357,188 358,731 △1,308 357,423 △268,462 88,961

（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物販事業 鉱山事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,897,418 1,365,234 3,262,653 ― 3,262,653 ― 3,262,653

セグメント利益 
又は損失（△）

1,543 369,191 370,735 △1,308 369,426 △268,462 100,964


