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1.  平成22年12月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

22年12月期第2四半期 36,846 5.4 △1,196 ― △574 ― △971 ―
22年3月期第2四半期 34,964 8.0 △1,394 ― △1,155 ― △1,387 ―

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

22年12月期第2四半期 △3.77 ―
22年3月期第2四半期 △5.38 ―

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

22年12月期第2四半期 46,411 22,951 49.8 89.66
22年3月期 47,464 24,059 51.0 93.87

（参考） 自己資本   22年12月期第2四半期  23,110百万円 22年3月期  24,197百万円

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  
当期の配当予想は、決算期変更に伴い９ヶ月間の変則決算を前提としております。 

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
22年12月期 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成22年12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  無  
当社は、決算期を毎年３月31日から毎年12月31日に変更するため、決算期間は平成22年12月末日までの９ヶ月間となります。このため通期予想は９ヶ月
間の予想数値を記載しており、通期の対前年増減率については参考として当年同期である平成21年第３四半期連結累計期間の実績数値との比較を記載
しております。 

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 63,000 7.4 850 ― 1,450 197.8 1,050 357.5 4.07



(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レビュー手続きの対象外であり、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き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 
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の基づいており、
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については、
四半期決算短信（添付資料）４ページ「（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.5「2.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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期2Q  257,846,590株 22年3月期  257,846,590株
② 期末自己株式数 22年12月期2Q  79,414株 22年3月期  78,486株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期2Q  257,767,537株 22年3月期2Q 257,769,391株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～９月30日）のわが国の経済環境は、アジアを中心

とする海外経済の改善や各種の政策効果などにより、輸出や生産の増加など一部に景気の持ち直しの

動きがみられました。しかしながら、雇用と所得環境の悪化から個人消費は伸び悩み、加えて急激な

円高の進行など、景気の先行きに不透明感を残すところとなりました。 

 また、当社グループが属する菓子業界におきましては、今夏の猛暑の影響による消費者の購買意欲

低下や、デフレの進行による低価格化が収益を圧迫し、経営環境は厳しい状況が続きました。 

 このような環境の中で、当社グループは、持続的な黒字化体質づくりをめざして、各事業部におい

て様々な製品施策、営業施策を推進し、売上の確保につとめてまいりました。 

 洋菓子事業におきましては、消費者の節約志向に対応した販売施策を週末やゴールデンウィークな

どに実施、積極的な新規出店を行うことにより、売上の拡大に継続的に取り組んでまいりました。 

 製菓事業におきましては、価格、品質など消費者のニーズに対応した商品開発を推進、販路拡大を

実施すると共に、流通小売業の変化に対応してスーパーマーケットなどへの積極的な拡販に取り組

み、売上は堅調に推移しました。 

 この結果、売上高は368億46百万円（前年同期比105.4％）となりました。 

 また、当社では、創業100周年を記念して様々なイベント、キャンペーンを計画しております。それ

らに先駆けまして当第２四半期連結会計期間におきましては、「ペコちゃんの歌」を制作し、全国の

幼稚園、保育所を訪問するイベントなどに使用すると共に、不二家の洋菓子店でお聴きいただいてい

ます。また、新聞各紙に企業広告の掲載を実施し、「ペコちゃんスマイルコンテスト」の開催や「お

しゃべりペコちゃん人形プレゼントキャンペーン」なども展開しております。 

 損益面では、各工場の生産ラインでロス率の低減に取り組むなど、コスト削減につとめるととも

に、ライン稼働率や生産効率の向上を追求し、生産性向上につとめてまいりました。また、原材料価

格も一部の原料で依然高止まり状態ではあるものの、概ね価格が安定し、収益改善を図ることができ

ましたが、当第２四半期連結会計期間におきましては、暑さの影響による売上の伸び悩みや、販売促

進費の増加、100周年事業に関わる諸経費支出により計画を下回りました。 

 この結果、営業損失は11億96百万円（前年同期に比べ１億97百万円の改善）、経常損失は５億74百

万円（前年同期に比べ５億80百万円の改善）、四半期純損失は９億71百万円（前年同期に比べ４億16

百万円の改善）となりました。 

  

 セグメントの業績は以下のとおりであります。 

＜洋菓子事業＞  

不二家洋菓子チェーン店の展開につきましては、当第２四半期連結累計期間における新設店が41

店、閉鎖店が19店で前期末に比べ22店増加し、当第２四半期連結累計期間末店舗数は634店舗となりま

した。 

 営業面では、前年より継続的に投入している、カットケーキを中心とした「999円セール（サンキュ

ーセール）」のほか、「チョコ生ケーキ」などのホールケーキを対象とした「ファミリーケーキフェ

ア」を週末や連休などの需要期に展開してまいりました。また、「ミルキークリームプリン」や「半

熟カステラ」などの新商品開発を積極的に行い、さらに「スクラッチキャンペーン」などの取り組み

により既存店の売上に寄与し、百貨店やコンビニエンスストア向け商品に大幅な伸長は無かったもの

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
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の、洋菓子販売の売上は前年同期を上回ることができました。 

 高級洋菓子を取り扱うダロワイヨは、「バウムクーヘン」や「マカロンルーレ」などの新商品を投

入しましたが、消費者の低価格志向の強まりによる百貨店でのギフト商品の販売不振の影響を受け、

売上は前年同期を下回りました。 

 この結果、ケーキ等の洋菓子類の売上高は86億39百万円となりました。 

 レストランにおきましては、外食産業における低価格業態でのさらなる価格競争が激化し、一段と

厳しい市場環境となりましたが、前年から継続して実施している「ケーキバイキング」により売上を

確保してまいりました。また、積極的な店舗改装を実施し、個室感覚のレイアウトを導入した店舗

や、新設店舗の「名古屋アンパンマン＆ペコズキッチン」の売上が好調に推移しました。さらに、既

存店におきましては、今春より継続して展開している「創業100周年記念メニュー」や「夏メニュー」

などの販売施策が好評を博し、売上は前年同期を上回りました。 

 この結果、レストラン売上高は32億98百万円となりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における洋菓子事業全体の売上高は119億38百万円（前年同

期比102.5％）となりました。 

  

＜製菓事業＞ 

菓子におきましては、「ルック」、「ミルキー」及び「カントリーマアム」の基幹３ブランドを含

む主力商品の拡販につとめ、特にチョコレートの販売強化を継続して実施してまいりました。市場の

ニーズに対応し、よりお買い求めになりやすい価格帯の「15枚ハートチョコレート（ピーナッツ）」

及び「ペコウェファースチョコレート」などのチョコレート袋物商品は、販売数が増加し、売上拡大

に貢献しました。さらに、コンビニエンスストアや駅売店など業態、立地に対応して開発した新商品

「ペコポコクランチチョコ」や「22枚ホームパイ」などスーパーマーケット向けの中袋商品を積極的

に拡販することにより、売上の拡大につとめてまいりました。猛暑等の影響により、個人消費向け定

番商品の売上は伸び悩みましたが、菓子販売の売上は前年同期を上回りました。 

 この結果、菓子売上高は214億61百万円となりました。 

飲料におきましては、主力ブランドの「ネクター」及び「レモンスカッシュ」の販売強化を継続的

に実施したことに加え、猛暑の影響を背景に販売が好調に推移しました。さらに８月にリニューアル

した「ネクターつぶつぶ白桃」などの新商品も順調に売上を伸ばし、売上は前年同期を上回りまし

た。 

 この結果、飲料売上高は29億18百万円となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における製菓事業全体の売上高は243億79百万円（前年同期

比107.0％）となりました。 

  

＜その他＞ 

主に不動産事業のテナントからの賃貸収入及び株式会社不二家システムセンターの事務受託業務の

売上で、売上高は５億28百万円となりました。 
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当第２四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。 

 流動資産は194億46百万円で、主に四半期純損失計上による現金及び預金の減等により前連結会計年

度末に比べ13億79百万円減少いたしました。固定資産は269億64百万円で、主に投資有価証券や有形固

定資産の増により、前連結会計年度末に比べ３億26百万円の増加となりました。 

 この結果、総資産は464億11百万円で前連結会計年度末に比べ10億52百万円減少いたしました。 

 また、流動負債は164億88百万円で、主に仕入債務や未払金の減により前連結会計年度末に比べ３億

94百万円減少いたしました。固定負債は69億71百万円で、主に長期借入金の増により前連結会計年度

末に比べ４億49百万円増加いたしました。 

 この結果、負債は合計234億60百万円で、前連結会計年度末に比べ55百万円増加いたしました。 

 純資産は229億51百万円で、主に当四半期純損失の計上により前連結会計年度末に比べ11億７百万円

減少いたしました。 

  

次に、当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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、14億87百万円（前年同四半期は16億49百万円の使用）となりまし

た。これは主に棚卸資産の増加によるものであります。 

（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、13億32百万円（前年同四半期は９億45百万円の使用）となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、４億22百万円（前年同四半期は９億26百万円の獲得）となりまし

た。これは主に長期借入金の新規約定によるものであります。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、66億83百万円となりま

した。 

  

  

平成22年５月13日に公表いたしました平成22年12月期第２四半期連結累計期間の業績予想につい

て、本日発表の「平成22年12月期第２四半期累計期間業績予想数値と決算値との差異に関するお知ら

せ」において修正しております。また、通期の業績予想につきましては、前回公表値を修正しており

ません。  

  （注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異

なる可能性があります。 

  

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理）  

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（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。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ６百万円増加し、税金等

調整前四半期純損失は１億60百万円増加しております。 

  

表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

② ①以外の変更  

第１四半期連結会計期間より、当社の決算日を12月31日に変更したことで持分法適用関連会社Ｂ－Ｒ 

サーティワン アイスクリーム㈱の決算日と連結決算日が同一となったことに伴い、当該関連会社の損

益を平成22年１月１日から平成22年９月30日までの９ヶ月間取り込んでおります。これにより、当第２

四半期連結累計期間の経常損失、税金等調整前四半期純損失は、それぞれ97百万円減少しております。

  

  

  

  

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

(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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 6,785 9,086

受取手形及び売掛金 7,754 7,835

商品及び製品 3,151 2,323

仕掛品 314 309

原材料及び貯蔵品 1,373 1,190

繰延税金資産 25 31

その他 507 506

貸倒引当金 △465 △457

流動資産合計 19,446 20,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,038 7,077

機械装置及び運搬具（純額） 6,125 5,961

土地 2,879 2,879

リース資産（純額） 1,436 1,312

その他（純額） 334 320

有形固定資産合計 17,814 17,551

無形固定資産 379 412

投資その他の資産

投資有価証券 5,459 5,093

繰延税金資産 47 43

敷金及び保証金 2,272 2,441

その他 1,240 1,355

貸倒引当金 △249 △260

投資その他の資産合計 8,771 8,673

固定資産合計 26,964 26,638

資産合計 46,411 47,464
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,202 5,313

短期借入金 4,614 4,484

1年内償還予定の社債 354 354

リース債務 330 288

未払金 3,664 3,934

未払法人税等 154 271

賞与引当金 537 533

店舗閉鎖損失引当金 52 84

その他 1,578 1,620

流動負債合計 16,488 16,883

固定負債

社債 1,792 1,969

長期借入金 1,874 1,262

リース債務 1,259 1,180

退職給付引当金 1,520 1,560

負ののれん 2 2

その他 521 546

固定負債合計 6,971 6,521

負債合計 23,460 23,404

純資産の部

株主資本

資本金 18,280 18,280

資本剰余金 5,070 19,348

利益剰余金 55 △13,250

自己株式 △14 △14

株主資本合計 23,391 24,363

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △269 △164

繰延ヘッジ損益 △12 △2

評価・換算差額等合計 △281 △166

少数株主持分 △158 △137

純資産合計 22,951 24,059

負債純資産合計 46,411 47,464
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

売上高 34,964 36,846

売上原価 20,118 20,331

売上総利益 14,846 16,514

販売費及び一般管理費 16,240 17,710

営業損失（△） △1,394 △1,196

営業外収益

受取利息 8 8

受取配当金 24 17

持分法による投資利益 173 582

受取補償金 168 －

その他 55 105

営業外収益合計 430 713

営業外費用

支払利息 91 69

社債発行費 67 －

その他 32 21

営業外費用合計 190 91

経常損失（△） △1,155 △574

特別利益

固定資産売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 34 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 3 －

特別利益合計 41 －

特別損失

固定資産売却損 － 2

固定資産廃棄損 105 40

貸倒引当金繰入額 5 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

100周年記念事業費用 － 93

特別損失合計 110 295

税金等調整前四半期純損失（△） △1,224 △870

法人税、住民税及び事業税 127 118

法人税等調整額 △12 4

法人税等合計 115 122

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △992

少数株主利益又は少数株主損失（△） 48 △21

四半期純損失（△） △1,387 △971
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第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)

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（△） △1,224 △870

減価償却費 1,479 1,489

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 3

持分法による投資損益（△は益） △173 △582

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 154

社債発行費 67 －

売上債権の増減額（△は増加） △48 81

たな卸資産の増減額（△は増加） △615 △1,016

仕入債務の増減額（△は減少） △95 △110

未払金の増減額（△は減少） △909 △293

その他 △59 △223

小計 △1,569 △1,368

利息及び配当金の受取額 165 171

利息の支払額 △82 △66

法人税等の支払額 △163 △224

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,649 △1,487

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 － △101

投資有価証券の取得による支出 － △4

固定資産の取得による支出 △1,053 △1,154

固定資産の売却による収入 3 5

その他 104 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △945 △1,332

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） △418 476

長期借入れによる収入 1,480 1,100

長期借入金の返済による支出 △2,402 △834

社債の発行による収入 2,432 －

社債の償還による支出 － △177

割賦債務の返済による支出 △27 △25

リース債務の返済による支出 △88 △117

その他 △50 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 926 422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,668 △2,398

現金及び現金同等物の期首残高 7,931 9,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,262 6,683
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当第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) 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業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 各事業区分の主な製品等 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありませ

ん。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日) 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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。 

  

(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】

小売事業 
(百万円)

卸売事業
(百万円)

不動産事業
（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

11,642 22,775 103 443 34,964 ― 34,964

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 3 56 289 349 (349) ―

計 11,642 22,779 159 733 35,314 (349) 34,964

営業利益又は営業損失(△) △1,082 655 2 95 △329 (1,064) △1,394

小売事業
ケーキ、ベーカリー、デザート、アイスクリーム等の洋菓子類の製造販売、喫
茶及び飲食店の経営

卸売事業 チョコレート、キャンディ、焼菓子、飲料及び乳飲料等菓子食品類の製造販売

不動産事業 不動産賃貸業、管理等

その他の事業 ＤＮＡの解析及び試薬の販売、事務受託業務及びアウトソーシング受託

【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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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

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、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについ

て戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「洋菓子

事業」及び「製菓事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「洋菓子事業」は、ケーキ、ベーカリー、デザート等の洋菓子類の販売と飲食店の運営をしており

ます。「製菓事業」は、チョコレート、キャンディ、ビスケット等菓子類と飲料、乳製品等の販売を

しております。 

  

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) 

 
(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、不動産事業及び事務受託業務等を含

んでおります。 

    ２ セグメント損益(△は損失)の調整額△1,093百万円には、固定資産減価償却費の調整額11百万円、その他の調

整額△０百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,104百万円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費に係る費用であります。 

    ３ セグメント損益(△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。 

  

当第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) 

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洋菓子事業 製菓事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 11,938 24,379 36,317 528 36,846 － 36,846

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 305 305 339 645 △645 －

計 11,938 24,685 36,623 867 37,491 △645 36,846

セグメント損益(△は損失) △1,140 918 △222 119 △103 △1,093 △1,196

(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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