
　
2023年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年２月８日

上場会社名 不二製油グループ本社株式会社 上場取引所  東

コード番号 2607 ＵＲＬ  https://www.fujioilholdings.com/

代表者 （役職名）代表取締役社長ＣＥＯ （氏名）酒井　幹夫

問合せ先責任者 （役職名）連結グループリーダー （氏名）永山　勝博 ＴＥＬ  06-6459-0731

四半期報告書提出予定日 2023年２月８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：有

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家・アナリスト向け電話会議）

（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 416,687 30.2 8,776 △26.4 8,375 △28.7 5,062 △46.0

2022年３月期第３四半期 319,936 17.1 11,923 △11.8 11,752 △8.7 9,368 8.8

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 26,916百万円 （38.0％） 2022年３月期第３四半期 19,500百万円 （373.2％）

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

2023年３月期第３四半期 58.89 －

2022年３月期第３四半期 108.98 －

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

2023年３月期第３四半期 499,903 219,866 42.4 2,465.00

2022年３月期 416,617 189,495 44.7 2,168.13

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 211,903百万円 2022年３月期 186,377百万円

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

2022年３月期 － 26.00 － 26.00 52.00

2023年３月期 － 26.00 －

2023年３月期（予想） 26.00 52.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 550,000 26.8 13,500 △10.1 12,500 △13.0 8,000 △30.5 93.06

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

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：無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※詳細は、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 87,569,383株 2022年３月期 87,569,383株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 1,604,628株 2022年３月期 1,607,211株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 85,963,663株 2022年３月期３Ｑ 85,959,667株

※  注記事項

（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）：有

新規　１社　（社名）Fuji Oil International Inc.
（注）詳細は、添付資料P.10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）」をご覧ください。

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：有

②  ①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

（注）詳細は、添付資料P.10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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対する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因により予想値とは異なる可能性があります。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 4

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 5

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 5

（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 ……………………………………………………… 7

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………… 7

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………… 8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 9

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 10

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 10

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）………………………………………………………… 10

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 10

（追加情報） ………………………………………………………………………………………………………… 10

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 11

○添付資料の目次

- 1 -

不二製油グループ本社株式会社(2607)　2023年３月期第３四半期決算短信



売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す

る四半期純利益

2023年３月期

第３四半期連結累計期間
416,687 8,776 8,375 5,062

2022年３月期

第３四半期連結累計期間
319,936 11,923 11,752 9,368

前年同期比 増減

（前年同期比 増減率）

+96,750

（+30.2％）

△3,147

（△26.4％）

△3,376

（△28.7％）

△4,305

（△46.0％）

売上高
前年同期比

増減

前年同期比

(％)
営業利益

前年同期比

増減

前年同期比

(％)

植物性油脂 153,659 +57,223 +59.3％ 5,242 △422 △7.5％

業務用チョコレート 167,441 +29,618 +21.5％ 4,090 △1,150 △21.9％

乳化・発酵素材 69,807 +10,318 +17.3％ 936 △712 △43.2％

大豆加工素材 25,779 △410 △1.6％ 1,337 △764 △36.4％

連結消去・グループ管理費用 － － － △2,832 △96 －

合計 416,687 +96,750 +30.2％ 8,776 △3,147 △26.4％

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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世界経済は、新型コロナウイルス感染症影響下からの経済活動正常化が進ん

だものの、世界的なインフレに対応する政策金利の引き上げが各国で相次いだことから先行き不透明な状況が続き

ました。

　原材料価格につきましては、主原料であるパーム油や大豆では、ウクライナ情勢やインドネシアのパーム油輸出

制限の影響等により、期初は高水準の推移となりました。パーム油は、６月以降インドネシアのパーム油輸出再開

等により期初の高騰からは落ち着きを見せています。一方、大豆は一時下落したものの、天候不順や需要増加期待

等により高水準で推移しています。また、物流費や人件費等の上昇や、日本におきましては円安の影響により、原

料調達コストは高止まりしています。

　当社グループにおいては、今期から2024年度までの３ヵ年の新中期経営計画「Reborn 2024」を策定しました。

「事業基盤の強化」、「グローバル経営管理の強化」、「サステナビリティの深化」を基本方針として、販売価格

の適正化による基礎収益力の復元や事業軸管理の強化、サステナブル調達による差別化等を進めることで、企業価

値向上への取り組みを進めてまいります。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、以下のとおりとなりました。

（単位：百万円）

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

（単位：百万円）
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2022年３月期
2023年３月期

第３四半期
増減

流動資産 201,334 249,916 ＋48,582

有形固定資産 140,628 160,135 ＋19,507

無形固定資産 55,697 65,054 ＋9,356

その他資産 18,958 24,797 ＋5,838

資産 416,617 499,903 ＋83,285

有利子負債 148,769 185,483 ＋36,713

その他負債 78,352 94,553 ＋16,200

負債 227,122 280,036 ＋52,913

純資産 189,495 219,866 ＋30,371

（植物性油脂事業）

　売上高は、主原料であるパーム油等の原材料価格の上昇に伴う販売価格の上昇に加え、北米における新工場の稼

働や円安の影響により大幅な増収となりました。営業利益は、東南アジアでの堅調な販売が寄与したものの、北米

新工場稼働開始に伴う減価償却費等の固定費の増加により減益となりました。

（業務用チョコレート事業）

　売上高は、円安の影響に加え、原材料価格の上昇に伴う販売価格の上昇により増収となりました。営業利益は、

景況感の悪化による需要減退等を受け、国内及び北米における販売数量が減少したことにより減益となりました。

（乳化・発酵素材事業）

　売上高は、原材料価格の上昇に伴う販売価格の上昇に加え、円安の影響により増収となりました。営業利益は、

国内での販売数量の増加があったものの、中国のゼロコロナ政策長期化による需要減退等を受けた販売数量の減少

及び原材料価格上昇による採算性の低下により減益となりました。

（大豆加工素材事業）

　売上高は、原材料価格の上昇に伴う販売価格の上昇はあったものの、国内での大豆たん白素材の販売数量の減少

に加え、前連結会計年度に中国の大豆たん白食品会社を譲渡したことにより減収となりました。営業利益は、国内

での大豆たん白素材の販売数量の減少等により減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ832億85百万円増加し、4,999億３百万円とな

りました。中期経営計画「Reborn 2024」において、資本効率の向上と財務モニタリング強化により事業基盤の強

化・再構築を進め、財務体質の改善に取り組んでおります。

　当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産は、原材料価格の上昇に伴う運転資本の増加や、円安の影響により流動資産

が増加しております。有形固定資産の増加は主に使用権資産の増加によるものです。また、その他資産の増加は主

にOilseeds International, Ltd.の取得に伴う投資有価証券の増加63億88百万円によるものです。以上の結果、前

連結会計年度末に比べ832億85百万円増加し、4,999億３百万円となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、運転資本の増加に伴う有利子負債の増加や円安の影響により、前連結会

計年度末に比べ529億13百万円増加し、2,800億36百万円となりました。
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2022年３月期

第３四半期累計期間

2023年３月期

第３四半期累計期間
増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,680 △13,946 △15,626

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,883 △11,182 +1,700

フリー・キャッシュ・フロー △11,203 △25,128 △13,925

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,407 24,286 +13,879

現金及び現金同等物 20,154 16,947 △3,207

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、米ドル及びユーロ等に対する円安による為替換算調整勘定の増加や、

Fuji Oil International Inc.へのOilseeds International Ltd.及びFuji Vegetable Oil, Inc.株式の現物出資に

より資本剰余金が35億60百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ303億71百万円増加し、2,198億66

百万円となりました。

　この結果、１株当たり純資産は前連結会計年度末に比べ296円87銭増加し、2,465円00銭となりました。自己資本

比率は前連結会計年度比2.3ポイント減少し、42.4％となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

　当社グループは、財務規律を維持・向上するため、着実な利益成長とキャッシュ・コンバージョン・サイクルの

短縮により、フリー・キャッシュ・フローを毎年100億円以上創出することを基本方針としております。そのた

め、設備投資の厳選、ノンコア事業の売却及び政策保有株式の更なる削減等の財務体質の改善を進めております。

　当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、139億46百万円の支出となりました。前第

３四半期連結累計期間に比べ、仕入債務の減少及び販売価格改定に伴う売掛債権の増加による運転資本の増加を主

要因として、156億26百万円減少しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、111億82百万円の支出となりました。前第

３四半期連結累計期間に比べ、設備投資の減少及び資産の売却を進めたことにより、17億円支出が減少しておりま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、242億86百万円の収入となりました。前第

３四半期連結累計期間に比べ、日本における普通社債の償還による支出がありましたが、運転資本の増加に伴う短

期借入金の増加により、138億79百万円収入が増加しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期業績予想につきましては、当第３四半期までの実績並びに足元の市場環境等に基づく見通しを勘案し、2022

年11月９日に公表した予想数値を変更しております。詳細は、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」を参照下さい。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,926 16,957

受取手形及び売掛金 81,121 104,109

商品及び製品 40,786 53,563

原材料及び貯蔵品 55,249 64,459

その他 8,468 11,048

貸倒引当金 △217 △221

流動資産合計 201,334 249,916

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 39,485 43,269

機械装置及び運搬具（純額） 58,137 61,002

土地 20,659 21,984

建設仮勘定 15,283 18,211

その他（純額） 7,061 15,667

有形固定資産合計 140,628 160,135

無形固定資産

のれん 27,008 31,200

顧客関連資産 16,954 20,681

その他 11,734 13,172

無形固定資産合計 55,697 65,054

投資その他の資産

投資有価証券 7,122 14,546

退職給付に係る資産 4,952 5,356

繰延税金資産 708 807

その他 6,110 4,037

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 18,831 24,684

固定資産合計 215,156 249,874

繰延資産

社債発行費 126 112

繰延資産合計 126 112

資産合計 416,617 499,903

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

- 5 -

不二製油グループ本社株式会社(2607)　2023年３月期第３四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,654 41,035

短期借入金 44,518 86,159

１年内償還予定の社債 10,000 －

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 1,727 1,030

賞与引当金 2,588 1,961

役員賞与引当金 62 9

その他 11,290 18,620

流動負債合計 120,840 158,816

固定負債

社債 35,000 41,000

長期借入金 49,251 48,324

繰延税金負債 15,038 18,576

退職給付に係る負債 1,996 1,691

その他 4,995 11,627

固定負債合計 106,282 121,219

負債合計 227,122 280,036

純資産の部

株主資本

資本金 13,208 13,208

資本剰余金 11,945 15,494

利益剰余金 159,664 160,240

自己株式 △1,954 △1,946

株主資本合計 182,864 186,997

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,523 1,688

繰延ヘッジ損益 1,070 △1,128

為替換算調整勘定 1,079 24,404

退職給付に係る調整累計額 △161 △58

その他の包括利益累計額合計 3,512 24,905

非支配株主持分 3,117 7,963

純資産合計 189,495 219,866

負債純資産合計 416,617 499,903
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 319,936 416,687

売上原価 269,599 362,248

売上総利益 50,336 54,439

販売費及び一般管理費 38,412 45,662

営業利益 11,923 8,776

営業外収益

受取利息 473 376

受取配当金 74 79

為替差益 196 649

持分法による投資利益 71 447

その他 381 613

営業外収益合計 1,196 2,166

営業外費用

支払利息 698 1,627

その他 668 939

営業外費用合計 1,367 2,566

経常利益 11,752 8,375

特別利益

固定資産売却益 749 82

投資有価証券売却益 385 －

還付税金 744 143

特別利益合計 1,879 225

特別損失

固定資産売却損 50 0

固定資産除却損 410 261

減損損失 43 －

関係会社事業再構築損失 242 －

特別損失合計 747 261

税金等調整前四半期純利益 12,884 8,340

法人税、住民税及び事業税 3,149 3,448

法人税等調整額 282 △88

法人税等合計 3,432 3,359

四半期純利益 9,452 4,980

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
84 △82

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,368 5,062

（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
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純利益 9,452 4,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △219 165

繰延ヘッジ損益 △49 △2,199

為替換算調整勘定 10,115 23,652

退職給付に係る調整額 86 102

持分法適用会社に対する持分相当額 114 214

その他の包括利益合計 10,047 21,935

四半期包括利益 19,500 26,916

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,308 27,193

非支配株主に係る四半期包括利益 191 △276

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022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 12,884 8,340

減価償却費 11,269 13,036

のれん償却額 1,607 1,929

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △640 △404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 343 △175

受取利息及び受取配当金 △547 △455

支払利息 698 1,627

減損損失 43 －

持分法による投資損益（△は益） △71 △447

投資有価証券売却損益（△は益） △385 －

固定資産処分損益（△は益） △288 170

売上債権の増減額（△は増加） △14,632 △17,664

棚卸資産の増減額（△は増加） △12,017 △11,979

仕入債務の増減額（△は減少） 8,895 △2,182

その他 △196 969

小計 6,963 △7,237

利息及び配当金の受取額 291 860

利息の支払額 △796 △1,664

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,778 △5,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,680 △13,946

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 △12,714 △12,956

有形固定資産の売却による収入 1,240 1,745

無形固定資産の取得による支出 △881 △774

投資有価証券の取得による支出 △100 △295

投資有価証券の売却による収入 684 －

子会社出資金の売却による収入 － 1,394

長期貸付金の回収による収入 15 7

長期前払費用の取得による支出 △764 －

その他 △361 △303

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,883 △11,182

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） 11,533 33,360

長期借入れによる収入 10,326 6,984

長期借入金の返済による支出 △6,436 △6,794

社債の発行による収入 － 5,967

社債の償還による支出 － △10,000

配当金の支払額 △4,475 △4,475

非支配株主への配当金の支払額 △105 △191

その他 △434 △564

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,407 24,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 497 75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297 △767

現金及び現金同等物の期首残高 20,452 15,915

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,798

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,154 16,947

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（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）

  　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

　第１四半期連結会計期間において、Fuji Oil International Inc.を設立し、連結の範囲に含めております。

Fuji Oil International Inc.は特定子会社に該当しております。

　なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第３四半期連結累計期間において、主要な子会社を以下の

とおり異動しております。

(1）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間において、Fuji Oil International Inc.を連結の範囲に含めたことに伴い、その傘

下のOilseeds International, Ltd.についても連結の範囲に含めております。

(2）持分法適用の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間において、Oilseeds International, Ltd.を連結の範囲に含めたことに伴い、その傘

下のRITO Partnershipを持分法適用の範囲に含めております。また、K&FS PTE.LTD.は、重要性が低下したため

持分法適用の範囲から除外しております。

（会計方針の変更）

（米国会計基準ASU第2016-02「リース」の適用）

　米国会計基準を適用している在外子会社において、第１四半期連結会計期間より米国会計基準ASU第

2016-02「リース」（以下「本基準」という。）を適用しております。これに伴い、借手のリース取引について

は、原則すべてのリースについてリース資産（純額）及びリース債務として計上しております。本基準の適用に

あたっては、経過措置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用

しております。

　本基準の適用に伴い、当第３四半期連結貸借対照表において有形固定資産のその他が8,117百万円、流動負債の

その他が613百万円、固定負債のその他が6,136百万円それぞれ増加しております。なお、この影響による第３四

半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行

しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グ

ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。

以下、「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実

務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

植物性油脂
業務用チョ
コレート

乳化・発酵
素材

大豆加工
素材

計

売上高

外部顧客への売上高 153,659 167,441 69,807 25,779 416,687 － 416,687

セグメント間の内部

売上高又は振替高
18,849 2,006 4,999 100 25,955 △25,955 －

計 172,508 169,447 74,806 25,879 442,642 △25,955 416,687

セグメント利益 5,242 4,090 936 1,337 11,608 △2,832 8,776

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

１．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．セグメント利益の調整額△2,832百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用2,832百万

円が含まれております。全社費用は、当社及び一部のエリア統括会社におけるグループ管理に係る費

用であります。

２．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。

２．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

該当事項はありません。
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