
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

※第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、個別案件の計上時期に流動的な要素が多く、現時
点で適切な予想値を開示することが困難であるため、記載しておりません。 
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1. 平成21年５月期第１四半期の連結業績（平成20年６月１日～平成20年８月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年５月期第１四半期 3,921 ― △1,495 ― △1,968 ― △2,178 ―
20年５月期第１四半期 10,073 32.9 △92 ― △667 ― △809 ―

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

21年５月期第１四半期 △9,992 72 ― ―
20年５月期第１四半期 △3,650 81 ― ―

 (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

21年５月期第１四半期 91,291 7,165 6.2 25,970 88
20年５月期 96,755 7,834 8.1 35,849 87

(参考) 自己資本 21年５月期第１四半期 5,661百万円 20年５月期 7,815百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年５月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 0 00 0 00

21年５月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年５月期(予想) ─ ─ 0 00 ─ ─ 0 00 0 00

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

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２四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 30,000 △64.4 500 △88.9 △1,000 ― △3,000 ― △13,760 71



  

 

 
  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 １．本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略などに関する情報は、当資料の作成時点
において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予想しうる範囲内で行った判断に基づくも
のです。 
 そのため、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績の見通しのみに全面的に
依拠されることのないようお願いいたします。 

 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  
  

4. その他

(1) 期中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 株式会社ボンセジュール)］

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(2) 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 ： 有

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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（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もの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年５月期第１四半期 224,016株 20年５月期 224,016株

21年５月期第１四半期 6,004株 20年５月期 6,004株

21年５月期第１四半期 218,012株 20年５月期第１四半期 221,823株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



当第１四半期連結会計期間(平成20年６月１日～平成20年８月31日)におけるわが国経済は、昨夏以降の
サブプライムローン問題の長期化に伴う世界的な金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰などを背景に
企業業績の悪化による設備投資が減少し、また所得の低迷から個人消費が落ち込んでいるため、景気の先
行きは一段と厳しさを増してきております。 
 不動産業界におきましても、建築費の高騰、金融機関の不動産案件融資の厳格化などにより、事業環境
は極めて厳しい状況が続いております。 
 このような事業環境のもと当社グループでは、不動産コンサルティング事業、シニアハウジング＆サー
ビス事業、その他事業を展開するとともに、事業環境の変化に対応し、前連結会計年度より「事業の選択
と集中」によるグループ会社の再編ならびに販売費及び一般管理費の削減を中心としたコスト削減など財
務リストラを並行して行ってまいりました。 
 これにより、前第１四半期に比べて、販売費及び一般管理費が731百万円減少(前年同期比37.8％減)い
たしました。 
 このような結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高3,921百万円、営業損失1,495百万
円、経常損失1,968百万円、四半期純損失2,178百万円となりました。 
 事業の種類別セグメントは次のとおりです。 
(不動産コンサルティング事業) 
 不動産市況の急激な悪化を受け、金融機関の不動産案件融資厳格化に伴い保有物件の売却交渉が長期化
し、当初計画していた物件売却が延期となったため、当四半期においては保有する収益不動産の賃料収入
が主な収益となりました。 
 その結果、当事業における第１四半期の売上高が378百万円、営業利益は54百万円となりました。 
(シニアハウジング＆サービス事業) 
 介護付有料老人ホーム「ボンセジュール・シリーズ」37施設の運営ならびに健常高齢者向け住宅「チャ
ーミング・シリーズ」６施設、計43施設の運営を行いました。 
 当四半期においては、入居率向上に向け様々な取り組みを行ったものの、依然として入居率の低い施設
の割合が高いままで推移し、営業経費を吸収することができませんでした。その結果、当事業における第
１四半期の売上高は3,372百万円、営業損失は694百万円となりました。 
(その他事業) 
 静岡県にて温浴レクリエーション施設「すんぷ夢ひろば」の運営を行いました。コスト削減を引き続き
進める一方、入場客数増加を図るための様々な施策を実施いたしました。しかしながら、改善はみられる
ものの計画している入場客数を下回ることとなりました。 
 その結果、当事業における第１四半期の売上高は258百万円、営業損失は92百万円となりました。 

  

不動産物件の売却時期の延期および有利子負債の返済、償還が進んだことから現預金が前連結会計年度
に比べ4,192百万円減少したこと等により、資産は対前連結会計年度比5,463百万円減の91,291百万円とな
りました。 
 有利子負債が前連結会計年度に比べ2,506百万円減少したこと等により、負債は対前連結会計年度比
4,794百万円減の84,125百万円となりました。 
 利益剰余金が前連結会計年度に比べ2,006百万円減少したこと、および㈱ボンセジュールによる第三者
割当増資の実施等により少数株主持分が1,484百万円増加したこと等により、純資産は対前連結会計年度
比669百万円減の7,165百万円となりました。 
  

当第１四半期における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年７月11日
付「平成20年５月期決算短信」にて発表いたしました平成21年５月期の通期連結業績予想を修正しており
ます。 
 詳細につきましては、本日別途開示する「平成21年５月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

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



平成20年８月28日に、当社連結子会社である㈱ゼクスコミュニティを分割会社として、新設分割によ
る承継会社として設立した㈱ボンセジュールについて、平成20年８月29日に㈱ジェイ・ウィル・パート
ナーズが運営するファンドである合同会社ジェイ・エル・ビーに対する優先株式発行による第三者割当
増資の払込みが行われたことにより、新たに特定子会社に該当することとなりました。 
  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第１四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率等については、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、前連結会計年度末に算定した貸倒実 
  績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 
②有価証券の減損処理方法 

   四半期連結会計期間末における有価証券の減損処理にあたっては、四半期洗替え法を採用し 
  ております。 
③棚卸資産の評価方法 

   連結会計年度決算において、棚卸資産の簿価切下げに洗替え法を採用しているため、四半期 
  連結会計期間末においても洗替え法によっております。 
   棚卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産につい 
  てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。 
④固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分 
  する方法により、四半期連結会計期間または四半期連結累計期間の減価償却費として計上して 
  おります。 
⑤税金費用の算定方法 

   法人税等の納付税額の算出にあたっては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なも 
  のに限定しております。   

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
      当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四 
  半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しておりま 
  す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

      当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適用し、 
  評価基準については、従来の原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更 
  しております。この変更による損益に与える影響額は軽微であります。   
③リース取引に関する会計基準等の適用 

      当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)および「リース 
  取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)の改正に伴い、所有権移転 
  外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から 
  通常の売買取引に係る会計処理に変更しております。 
   また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について 
  は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
   但し、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ 
  いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
   この変更による損益に与える影響はありません。    

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(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



5. 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20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,806 5,999 

受取手形及び売掛金 1,089 1,216 

販売用不動産 7,234 7,146 

仕掛販売用不動産 5,607 5,458 

仕掛品 4,360 4,412 

未収還付法人税等 1,290 1,296 

その他 7,925 7,572 

貸倒引当金 △1,043 △748 

流動資産合計 28,270 32,353 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 33,617 33,448 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,331 △5,976 

建物及び構築物（純額） 27,285 27,471 

土地 13,460 13,461 

建設仮勘定 246 374 

その他 915 894 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △594 △572 

その他（純額） 321 321 

有形固定資産 41,314 41,628 

無形固定資産 934 941 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,754 9,992 

差入保証金 7,399 7,317 

その他 4,399 4,348 

貸倒引当金 △53 △53 

投資損失引当金 △185 △281 

投資その他の資産 20,315 21,324 

固定資産合計 62,564 63,895 

繰延資産 456 506 

資産合計 91,291 96,755 



（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,492 3,204 

短期借入金 27,013 27,228 

その他 6,992 8,157 

流動負債合計 37,498 38,589 

固定負債 

社債 250 330 

新株予約権付社債 80 2,075 

長期借入金 18,658 19,869 

長期前受収益 26,816 26,864 

その他 823 1,190 

固定負債合計 46,627 50,330 

負債合計 84,125 88,920 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,732 5,732 

資本剰余金 5,497 5,497 

利益剰余金 △4,955 △2,948 

自己株式 △576 △576 

株主資本合計 5,699 7,705 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △34 106 

為替換算調整勘定 △2 3 

評価・換算差額等合計 △37 110 

少数株主持分 1,503 19 

純資産合計 7,165 7,834 

負債純資産合計 91,291 96,755 



(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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
至 平成20年8月31日） 

売上高 3,921 

売上原価 4,215 

売上総損失（△） △293 

販売費及び一般管理費 1,202 

営業損失（△） △1,495 

営業外収益 

受取利息 34 

受取配当金 12 

投資有価証券売却益 116 

その他 70 

営業外収益合計 234 

営業外費用 

支払利息 403 

持分法による投資損失 56 

投資有価証券売却損 34 

その他 212 

営業外費用合計 706 

経常損失（△） △1,968 

特別利益 

関係会社株式売却益 39 

貸倒引当金戻入額 10 

特別利益合計 49 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 304 

その他 133 

特別損失合計 437 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,356 

法人税、住民税及び事業税 △174 

法人税等調整額 △1 

法人税等合計 △175 

少数株主損失（△） △1 

四半期純損失（△） △2,178 



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
至 平成20年8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損失（△） △2,356 

減価償却費 409 

持分法による投資損益（△は益） 56 

のれん償却額 9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294 

支払利息 403 

受取利息及び受取配当金 △47 

投資有価証券評価損益（△は益） 35 

投資有価証券売却益 △116 

投資有価証券売却損 67 

関係会社株式売却損益（△は益） △39 

固定資産除却損 49 

売上債権の増減額（△は増加） 311 

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 

繰延資産の増減額（△は増加） 14 

仕入債務の増減額（△は減少） 293 

長期前受収益の増減額（△は減少） △61 

預り保証金の増減額（△は減少） △12 

前払費用の増減額（△は増加） 53 

預り金の増減額（△は減少） △43 

その他の資産・負債の増減額 △575 

小計 △1,457 

利息及び配当金の受取額 115 

利息の支払額 △308 

法人税等の支払額 △23 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,673 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 9 

有形固定資産の取得による支出 △154 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 376 

貸付金の回収による収入 47 

貸付けによる支出 △100 

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る収入 

△48 

関係会社株式及びその他関係会社有価証券の売
却による収入 

479 

差入保証金の増加額 △112 

その他 △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 491 

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） △604 

長期借入れによる収入 100 

長期借入金の返済による支出 △922 

社債の償還による支出 △3,075 

少数株主からの払込みによる収入 1,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,001 

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） △4,183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,950 



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社の属する不動産業界においては、J-REIT市場の低迷、金融機関の不動産案件融資の厳格化、建築
費の高騰、改正建築基準法の影響による着工数の減少等、前期から引き続き事業環境は極めて厳しい状
況が続いております。 
 このような事業環境のもと当社グループは、保有不動産や有価証券の売却に努めました。しかしなが
ら、前期から引き続き不動産市況の悪化に伴い物件等の売却が当初予定どおりに進捗しなかったこと、
また、シニアハウジング＆サービス事業においても、当期から取り組んでおります運営効率の改善が途
上であること、さらに「すんぷ夢ひろば」運営事業についても、依然として赤字が継続していること等
により、当四半期において多額の当期純損失を計上することとなりました。 
 前期まで３期連続の赤字となっておりました営業キャッシュ・フローは当四半期においても赤字とな
りました。また、当期に入り、さらなる不動産市況の悪化に伴い物件等の売却が当初予定どおりに進捗
していないことから、一部の金融機関からの借入返済について、金融機関との合意により期日を延期し
ております。 
 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりますが、下記施策の確実な実行
により、早期に資金繰りの安定化が実現できると考えております。 
 当該状況を解消すべく、当社グループは財務体質強化の具体的な施策として、自助努力による利益の
積み増しに加え、シニアハウジング＆サービス事業の事業再編に伴う資本提携を当四半期に実行いたし
ました。また、資本増強を特定の投資家と交渉しており、取引金融機関からの継続的な協力が得られる
と考えております。 
 また、当社グループは、経営基盤の再構築を図るとともに、既存の不動産事業の業務改善に加え、施
設運営事業の建て直しを行うことにより、成長力と収益力の回復を図るため、当期を初年度とする３ヵ
年を対象とした中期経営計画（ゼクスリバイバルプラン2011）を策定いたしました。 
 当該中期経営計画の内容は、事業基盤の再構築のために、不動産コンサルティング事業では、リスク
の精査(案件の厳選)と収益の 大化(不動産バリューアップ)に重点をおいた新体制とし、人材と組織力
を活かした展開を行ってまいります。また、当該事業はファイナンス上の観点から効率性をより重視す
る体制へと変革いたします。シニアハウジング＆サービス事業では、積極的な事業展開が収益の悪化を
招いたため、ビジネスモデルを再構築するとともに、運営効率の改善に重点を置いた新体制といたしま
す。また、ファイナンス・収益上の観点より新規出店は厳選する方針とし、既存施設の入居率改善を優
先することで、早期に営業赤字を解消し、安定的な収益を生み出す事業へと変革いたします。さらに、
「チャーミング・スクウェア芦屋」については、同施設に係る不動産を既に第三者に譲渡しており、ま
た同施設に係る運営事業についても第三者に譲渡する旨の基本合意書を締結しており、同施設運営に伴
う赤字発生を防止する策を講じております。その他、開業以来集客数の低迷から赤字が継続しておりま
した「すんぷ夢ひろば」運営事業について、赤字拡大を避けるため、平成20年９月15日をもって運営を
休止するとともに、第三者への売却を前提として交渉を開始しております。 
 また、キャッシュ・フローの安定的創出のために、当期より、㈱中央コーポレーションの非連結化等
による不動産コンサルティング事業に係るたな卸資産の大幅削減とともに、シニアハウジング＆サービ
ス事業で安定的な収益を生み出し、営業キャッシュ・フローの黒字化とさらなる拡大を図ります。ま
た、営業経費の削減により外部環境の変化への対応力を備えた収益構造へと脱皮するとともに、営業経
費の効率化の観点から、費用対効果の向上と人件費等固定費の縮小をすることにより、当該中期経営計
画初年度の販売費・一般管理費を対前連結会計年度比20％超削減いたします。 
 さらに、保有不動産の売却や事業の見直し等の資産圧縮を積極的に進めることで、有利子負債の削減
を行ってまいります。当該計画を確実に実行してゆくことにより、取引金融機関からの継続的な協力が
得られると考えております。 
 当社グループの事業継続は、上記の経営基盤の再構築、資本増強の実現、ならびに取引金融機関の継
続的な協力に依存しておりますが、四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このよう
な重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記



当四半期連結会計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他事業…………………リゾート施設の運営、スポーツクラブの運営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、当連結会計年度は723百万円であります。また、消去又は全社の項目にはセグメント

間の内部取引高が、当連結会計年度48百万円含まれております。 

４ 前連結会計年度まで「リゾート＆スポーツ、その他事業」として分類しておりましたセグメント名称を当四

半期連結会計期間より「その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 海外売上高は連結売上高の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。 

  

該当事項なし 

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

378 3,372 170 3,921 ― 3,921

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 87 87 (   87) ―

計 378 3,372 258 4,009 (    87) 3,921

  営業費用 323 4,067 351 4,742 675 5,417

  営業利益又は
営業損失(△)

54 △694 △92 △733 (   762) △1,495

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

 
  

「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年６月１日

 至 平成19年８月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,073

Ⅱ 売上原価 8,231

   売上総利益 1,841

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,934

   営業損失(△) △92

Ⅳ 営業外収益 185

Ⅴ 営業外費用 760

   経常損失(△) △667

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 2

   税金等調整前四半期純損失(△) △667

   法人税等 176

   少数株主損失(△) △34

   四半期純損失(△) △809


