
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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  53,699  △0.5  1,935  △36.4  2,191  △27.8  △995  －

22年3月期第１四半期  53,955  △0.3  3,044  128.6  3,037  163.9  1,192  －

  
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  △1,861  14        －

22年3月期第１四半期  2,228  33        －

  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  114,843  37,774  31.8  68,285  57

22年3月期  118,516  39,510  32.3  71,512  78

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 36,528百万円 22年3月期 38,254百万円

  
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        －  1,300 00      － 1,400 00  2,700  00

23年3月期        －

23年3月期（予想）  1,400 00      － 1,400 00  2,800  00

  （％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）  115,000  △0.3  4,400  △25.6  4,300  △27.4  1,000  △61.7  1,868  52

通期  252,000  3.9  13,500  1.3  13,200  △5.0  7,000  3.4  13,079  61



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「２．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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、４ページ「１．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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 584,944株 22年3月期 584,944株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 50,008株 22年3月期 50,008株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 534,936株 22年3月期１Ｑ 534,936株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策により一部の業種において改善がみられ

るものの、依然として雇用状況の悪化、個人所得の減少が続く状況となりました。小売業におきましても、節約志

向ならびに個人消費の低迷、物価下落によるデフレ懸念等、引き続き厳しい事業環境となりました。  

 こうした厳しい事業環境のもと当社グループにおきましては、積極的な販促キャンペーンの実施による需要喚起

及び各種コストの見直し等を行った結果、売上高53,699百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益1,935百万円（前

年同期比36.4％減）、経常利益2,191百万円（前年同期比27.8％減）、四半期純損失995百万円（前年同期比2,187

百万円減少）となり、売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益ともに前年を下回りました。  

 なお、資産除去債務に関する会計基準の適用等により1,604百万円の特別損失が発生いたしました。  

  

 以下は、当社グループの店舗数の状況であります。（ ）内は前期末比増減 

 従来、店舗数の状況につきましては、店舗名称毎にて店舗数をカウントしておりましたが、併設店舗や店舗内シ

ョップにつきましては１店舗施設とし、その内訳として取扱商材サービス別の店舗施設数を表示しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。  

 当第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方針」（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。そのため、前年同四半期における事業の種類別セグメントと当四半期のセグメ

ント情報の区分方法及び測定方法が異なり、前年同四半期との単純比較が不可能であるため記載しておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

   直営店 代理店  ＦＣ店  合計  

 ゲオグループ店舗施設数   1,039 (+18) 87 (+5) 145 (+3)  1,271 (+26)

 小売サービス店舗      997 (+18) 87 (+5) 145 (+3)  1,229 (+26)

   メディア取扱店舗      812 (+18) 87 (+5) 101  (△1)  1,000 (+22)

   古着取扱店舗       345 (+52)       44 (+4)  389 (+56)

   総合リサイクル店舗       129       34  (△1)  163 (△1)

   携帯電話販売店       35 (△2)       35 (△2)

 アミューズメント施設       42          42

   複合アミューズメント施設       16          16

   ゲームセンター施設  10          10

   フィットネス施設  13         13

   複合カフェ・飲食店  8          8

 セグメントの名称    第１四半期（百万円）  前年同期比（%） 

 小売サービス事業 
 売上高   50,269 －  

 営業利益   2,342 －  

 不動産事業 
 売上高   991 －  

 営業利益   68 －  

 アミューズメント事業 
 売上高   1,927 －  

 営業利益   △9 －  

 その他 
 売上高   510 －  

 営業利益   △28 －  
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①小売サービス事業 

 小売サービス事業につきましては、全国で小売サービス店舗を1,229店舗（前期末比26店舗増）展開しておりま

す。そのうち、ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト等のレンタル・リサイクル・新品販売を行うメディア商材取扱店舗は

1,000店舗（前期末比22店舗増）、中古衣料の買取販売を行う中古衣料取扱店舗は、389店舗（前期末比56店舗

増）、家具・家電等も取り扱う総合リサイクル店舗については、163店舗（前期末比1店舗減）等を展開いたしまし

た。 

 消費マインドの冷え込みが続く中、消費者の需要喚起を目的としてリサイクル商材の買取強化を始めとするキャ

ンペーン等を実行いたしました。また、中古衣料取扱店舗を増やすとともに、メディア商材取扱店舗の新規出店を

積極に行いました。 

 その結果、売上高は50,269百万円、営業利益は、2,342百万円となりました。 

  

 以下は、当第１四半期連結会計期間における会員の状況であります。 

 会員数（増減数は前期末比）                               （千人） 

（注）平成22年３月１日より、共通ポイントサービス「Ponta」に参画したことにより、ポイント会員はレンタル会員と統合され、ゲオ

会員となっております。  

  

②不動産事業 

 不動産事業につきましては、住宅ローン減税の拡大や長期優良住宅減税などの住宅取得優遇策が下支えとなり一

部地域では回復基調にあるものの、景気の長期低迷懸念に伴う消費マインドの冷え込みは続いており、不動産取引

は総じて低調に推移いたしました。  

 このような環境のもと、株式会社ゲオエステートはデベロップメント事業として自社開発マンション及び宅地等

４物件30戸、リセール事業としてマンション及び宅地３物件11戸を引渡しました。  

 その結果、売上高は991百万円、営業利益は68百万円となりました。 

  

③アミューズメント事業  

 アミューズメント事業につきましては、依然として個人消費の冷え込み等により厳しい市場環境となっておりま

す。  

 このような環境のもと、株式会社ゲオディノスは、様々な集客策を実行いたしました。なお、事業セグメント区

分変更に伴い、フィットネス施設運営事業及びインターネット・複合カフェ運営事業が加わっております。  

 その結果、売上高は1,927百万円、営業損失は9百万円となりました。  

  

④その他 

 その他につきましては、事業セグメント区分変更に伴い、フィットネス施設運営事業及びインターネット・複合

カフェ運営事業がアミューズメント事業へ移管しております。  

 売上高は510百万円、営業損失は28百万円となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は114,843百万円となり、前連結会計年度末比3,673百万円の減少と

なりました。 

 なお、純資産は37,774百万円となり、自己資本比率は31.8％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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

2,515百万円減少し、17,134百万円となりました。 

当第１四半期連結会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す。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、減少した資金は2,850百万円(前年同四半期は3,816百万円の増加)となりました。 

 これは、レンタル用資産減価償却費が3,112百万円と資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額が1,312百万円、

売上債権の減少額が1,154百万円ありましたが、仕入債務の減少額が3,756百万円とレンタル用資産の取得による支

出が2,556百万円、法人税等の支払額が3,547百万円ありましたことが主な要因であります。 

  

  
平成21年６月末  平成22年３月末 平成22年６月末  増減数 

ゲオ会員数  10,457  11,547      12,091  543
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投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、減少した資金は949百万円(前年同四半期は1,108百万円の減少)となりました。 

 これは、有価証券の売却による収入が2,300百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が1,500百万円と子

会社株式の取得による支出が1,658百万円ありましたことが主な要因であります。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 財務活動の結果、増加した資金は1,284百万円(前年同四半期は3,113百万円の減少)となりました。 

 これは、短期借入金の返済による支出が5,731百万円と長期借入金の返済による支出が3,798百万円、配当金の支

払額が741百万円がありましたが、短期借入れによる収入が8,101百万円と長期借入れによる収入が4,330百万円あ

りましたことが主な要因であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想につきましては、平成22年７月２日付の株式会

社ウェアハウスの連結子会社化により、売上高および利益が変動する予定でありますが、同社の連結に伴う影響額

につきましては現在精査中でありますので、確定次第あらためて業績予想の修正を行います。  

 なお、株式会社ウェアハウスの連結子会社化に伴う連結業績に与える影響以外につきましては、平成22年５月14

日公表の業績予想からの修正はありません。  

  

  

（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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付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。  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

２. 特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）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  

①資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第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35百万円、税金等調整前四半期純利益は1,347百万円減少しておりま

す。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,003百万円であります。  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「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）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

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 16,580 19,387

受取手形及び売掛金 6,309 6,760

有価証券 1,550 2,350

商品 13,397 14,033

販売用不動産 1,269 1,562

仕掛販売用不動産 2,231 2,505

その他 8,755 8,232

貸倒引当金 △153 △141

流動資産合計 49,941 54,692

固定資産   

有形固定資産 35,293 34,925

無形固定資産   

のれん 5,089 3,968

その他 1,595 1,505

無形固定資産合計 6,684 5,473

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,467 13,431

その他 11,697 12,216

貸倒引当金 △2,239 △2,223

投資その他の資産合計 22,924 23,424

固定資産合計 64,902 63,824

資産合計 114,843 118,516

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,199 11,679

短期借入金 8,826 6,456

1年内返済予定の長期借入金 11,855 12,055

引当金 781 1,283

その他 10,584 14,610

流動負債合計 40,248 46,086

固定負債   

社債 3,284 2,673

長期借入金 25,163 24,432

引当金 277 278

資産除去債務 2,120 －

その他 5,974 5,534

固定負債合計 36,820 32,918

負債合計 77,069 79,005
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（単位：百万円）

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 8,595 8,595

資本剰余金 9,255 9,255

利益剰余金 22,683 24,427

自己株式 △4,069 △4,069

株主資本合計 36,464 38,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 46

評価・換算差額等合計 64 46

新株予約権 196 155

少数株主持分 1,049 1,100

純資産合計 37,774 39,510

負債純資産合計 114,843 118,516
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

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 53,955 53,699

売上原価 31,968 31,444

売上総利益 21,986 22,254

販売費及び一般管理費 18,942 20,318

営業利益 3,044 1,935

営業外収益   

受取利息 23 35

負ののれん償却額 78 －

受取保険金 84 147

受取手数料 － 185

その他 104 169

営業外収益合計 291 538

営業外費用   

支払利息 211 181

その他 86 99

営業外費用合計 297 281

経常利益 3,037 2,191

特別利益   

投資有価証券売却益 － 99

貸倒引当金戻入額 120 40

その他 13 10

特別利益合計 134 151

特別損失   

減損損失 675 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,312

その他 110 292

特別損失合計 786 1,604

税金等調整前四半期純利益 2,385 738

法人税、住民税及び事業税 1,266 1,040

法人税等調整額 △86 747

法人税等合計 1,180 1,787

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,048

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △53

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,192 △995
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

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 2,385 738

減価償却費 782 940

レンタル用資産減価償却費 3,826 3,112

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,312

減損損失 675 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △413 △411

受取利息及び受取配当金 △24 △36

支払利息 211 181

投資有価証券売却損益（△は益） － △99

投資有価証券評価損益（△は益） 39 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,284 1,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,785 704

仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) 2,082 270

レンタル用資産取得による支出 △2,783 △2,556

仕入債務の増減額（△は減少） △4,676 △3,756

その他 205 △675

小計 6,380 879

利息及び配当金の受取額 28 38

利息の支払額 △207 △219

法人税等の支払額 △2,385 △3,547

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,816 △2,850

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 △429 △342

無形固定資産の取得による支出 △136 △219

有価証券の取得による支出 － △1,500

有価証券の売却による収入 － 2,300

子会社株式の取得による支出 － △1,658

その他 △542 470

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,108 △949

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 3,600 8,101

短期借入金の返済による支出 △5,358 △5,731

長期借入れによる収入 2,050 4,330

長期借入金の返済による支出 △3,008 △3,798

社債の発行による収入 1,183 795

社債の償還による支出 △332 △906

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △790

配当金の支払額 △634 △741

その他 △612 25

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,113 1,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405 △2,515

現金及び現金同等物の期首残高 18,208 19,650

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,803 17,134
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。なお、平成20年７月において株式会社ぽすれん

を連結子会社としメディア事業に含めております。また、平成20年７月にリサイクル事業を主な事業とする

株式会社フォー・ユーを連結子会社とし、事業セグメントにリサイクル事業を新設しております。また、当

第１四半期連結会計期間より事業内容を適切に表現するために、リサイクル事業をリユース事業に名称変更

しております。なお、名称変更による事業区分の変更はありません。 

      ２  各事業の主な製品 

(1）メディア事業………………パッケージソフトの流通・レンタル・販売を中心とした各種メディアの提供

(2）不動産事業…………………不動産の販売・賃貸 

(3）アミューズメント事業……映画館・ボウリング場・ゲーム施設・カラオケ等の娯楽遊戯施設の運営 

(4）リユース事業………………衣料・服飾雑貨・電化製品等のリサイクル買取販売 

(5）その他事業…………………フィットネス施設の運営、ネットカフェの運営、卸売業、コンテンツ開発等

  

（所在地別セグメント情報）  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

  

（所在地別セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（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。 

当社は主に、商品のレンタル・中古買取販売・新品販売と、ゲーム機器・ボウリング施設・映画劇場・フ

ィットネス施設等の遊戯娯楽施設の運営、不動産の企画開発・販売を行っております。 

 商品のレンタル・中古買取販売・新品販売については、企業および一般消費者から仕入れた商品を店舗に

てレンタル・販売する小売チェーン展開を行っており、遊戯娯楽施設の運営および不動産の企画開発・販売

についてはそれぞれ独立した事業子会社において、事業戦略の立案ならびに事業活動を展開しております。

 したがって、当社は提供する商品サービス及び提供形態を基礎とした事業種類別のセグメントから構成さ

れており、小売サービス事業、不動産事業、アミューズメント事業の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
メディア 

事業 
（百万円） 

不動産事業 
（百万円） 

 アミューズ

メント事業 
 （百万円） 

リユース

事業  
（百万円）

その他事業

（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 

 43,542  3,117  1,433  4,450  1,411  53,955  －  53,955

(2）セグメ

ント間の内

部売上高又

は振替高 

 38  －  0  －  10  49 (△49)  －

計  43,581  3,117  1,433  4,450  1,421  54,004 (△49)  53,955

営業利益又は営

業損失（△） 
 3,310  308  △131  16  △17  3,484 (△440)  3,044
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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） 

（単位：百万円）  

（注）「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、卸売事業及びその

他のサービス事業を含んでおります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円） 

（注）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であります。 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

「小売サービス事業」セグメントにおいて、平成22年５月に株式会社エイシスを子会社化したことに

伴い、1,408百万円ののれんを計上しております。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 当第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。  

  

  

  
  

報告セグメント  
その他 
（注）  

合計
小売サービス 不動産

 アミューズ

メント 計   

売上高                                    

外部顧客への売上高  50,269  991  1,927  53,188  510  53,699

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 7  －  0  7  13  21

計  50,276  991  1,927  53,195  524  53,720

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 2,342  68  △9  2,401  △28  2,373

利益 金額 

報告セグメント計  2,401

「その他」の区分の利益  △28

セグメント間取引消去  △21

全社費用（注）  △416

四半期連結損益計算書の営業利益  1,935

（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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