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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 2,720 ― 95 ― 20 ― △24 ―
20年3月期第3四半期 2,914 5.0 266 ― 256 ― 61 ―

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3月期第3四半期 △0.82 ―
20年3月期第3四半期 2.11 ―

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3月期第3四半期 4,184 3,202 71.3 73.74
20年3月期 3,786 2,706 65.4 83.82

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,982百万円 20年3月期  2,476百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 0.00 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 3,700 △11.3 170 △50.4 130 △64.2 50 △84.6 1.69

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）  無  

(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  無  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予
想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことを差し控えて下さい。なお、上記予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸 
表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。  

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） 21年3月期第3四半期  41,517,018株 20年3月期  29,615,018株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  74,224株 20年3月期  71,419株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  30,334,532株 20年3月期第3四半期  29,380,507株



 当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

危機の影響が国内にも広がり、金融資本市場や実体経済へ波及し、雇用状況悪化、企業の設備投資抑制、企業業績

の悪化が顕在化するなど不景気感が益々強くなっております。  

 このような経営環境の中、当第３四半期連結会計期間においては、中核である「デジタルコンテンツ配信事業」

においては、前連結会計年度より引き続き「電子書籍」「お好み♪メニューチェンジャー」の配信が順調に推移し

たこと、第２四半期から積極的に展開したアフィリエイト広告が奏効したこと、子会社の株式会社アイロゴスが好

調であったことなどにより、売上高３億46百万円（当第３四半期連結累計期間で10億18百万円）となっておりま

す。 

 「物販事業」においては、大型案件がなかったこともあり、ドラマ関連商品の販売等により売上高95百万円（当

第３四半期連結累計期間で４億24百万円）となっております。 

 「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」においては、第２四半期から開始しましたBofiサイト運営が順調

に推移したことにより、売上高１億24百万円（当第３四半期連結累計期間で４億64百万円）となっております。 

 「通信・映像送出事業」においては、子会社の株式会社アルジーのハイビジョン放送獲得が来期にずれこんだこ

と、大口の番組編集業務が終了となったことにより、売上高１億90百万円（当第３四半期連結累計期間で５億67百

万円）となっております。 

 「その他事業」においては、電子書籍の受託制作等で売上高83百万円（当第３四半期連結累計期間で２億46百万

円）となっております。  

 利益面では、第２四半期に引き続き「通信・映像送出事業」においてハイビジョン対応等による売上原価の増

加、アフィリエイトやバナー等での広告展開などによる販売費及び一般管理費が増加しております。また、営業外

損益において、韓国ドラマの支払い準備のために保有していたウォン建定期預金において、ウォン安による為替差

損34百万円を計上しました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高８億40百万円（当第３四半期連結累計期間で27億20百万

円）、営業利益13百万円（当第３四半期連結累計期間で95百万円）、経常損失25百万円（当第３四半期連結累計期

間で経常利益20百万円）、四半期純損失31百万円（当第３四半期連結累計期間で四半期純損失24百万円）となって

おります。  

 なお、平成21年３月期第１四半期および第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21

年第１四半期決算短信（平成20年８月12日開示）および第２四半期決算短信（平成20年11月11日開示）をご参照く

ださい。  

   

（財政状況について） 

 当第３四半期連結会計期間における資産は、41億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億97百万円増

加しました。この主な要因は、流動資産「現金及び預金」が４億89百万円増加したことによるものです。負債

は、９億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円減少しました。この主な要因は、流動負債「未払

法人税等」が42百万円減少したことによるものです。純資産は32億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ

４憶96百万円増加しました。この主な要因は、資本金が２億72百万円増加、資本剰余金が２億61百万円増加し

たことによるものです。  

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第３四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、第２四半期連結

会計期間末に比べ４億74百万円増加しており、18億90百万円となりました。当第３四半期連結会計期間におけ

る各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の資金の減少となりました。これは、主に前渡金が１億７

百万円増加および仕入債務が81百万円増加したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の資金の減少となりました。これは、主に定期預金の払戻

による収入が41百万円および定期預金の預入による支出が16百万円あったことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、５億44百万円の資金の増加となりました。これは、主に株式の発行

による収入が５億22百万円あったことによるものです。 

  

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 



  

  

 平成21年３月期の業績予想につきましては、業績は概ね予想の範囲内で推移しているため、平成20年11月４日に

公表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

① 当第1四半期連結会計期間より「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。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産について、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。これによる、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ セグメント情報における事業区分の変更について 

 従来、「その他事業」に含めておりました通信・映像送出事業の売上割合が増加しており、今後もこの傾向が

予想されるため「通信・映像送出事業」として区分することに変更しました。 

 また、「物販事業」に含めておりました版権関連のグッズ販売並びにその他事業に含めておりました版権関連

のイベント事業は、版権というくくりで集約することが適切であるとして、従来の「コミュニティ事業」と一体

化させ「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」と変更しました。 

  この結果、従来の方法に比較して、当第３四半期連結会計期間の売上高は、「物販事業」が75,062千円減

少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が77,839千円増加、「その他事業」が210,636千円減少（う

ち、セグメント間内部売上高17,179千円）し、営業利益は、「物販事業」が3,809千円増加、「ライツ＆メディ

アコミュニケーション事業」が5,751千円減少、「その他事業」が23,382千円減少します。 

   また、当第３半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が308,463千円減少、「ライツ＆メディアコミュニ

ケーション事業」が339,954千円増加、「その他事業」が633,517千円減少（うち、セグメント間内部売上高

34,800千円）し、営業利益は、「物販事業」が1,842千円増加、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」

が18,309千円増加、「その他事業」が64,014円減少します。 

   



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,068,129 1,578,951

受取手形及び売掛金 627,025 908,780

コンテンツ 60,259 45,559

仕掛コンテンツ 26,387 16,577

商品 2,610 4,904

前渡金 630,242 81,835

その他 198,584 581,152

貸倒引当金 △112,599 △110,079

流動資産合計 3,500,638 3,107,683

固定資産   

有形固定資産 145,797 142,140

無形固定資産 104,059 88,424

投資その他の資産   

破産更生債権等 473,479 19,161

その他 442,979 934,604

貸倒引当金 △452,653 △463,218

投資損失引当金 △44,261 △44,261

投資その他の資産合計 419,542 446,285

固定資産合計 669,400 676,850

繰延資産   

繰延資産合計 14,217 2,399

資産合計 4,184,256 3,786,933



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 357,138 361,295

短期借入金 6,266 6,266

1年内返済予定の長期借入金 42,333 42,220

未払法人税等 11,299 53,738

返品調整引当金 5,985 9,061

その他 481,866 530,746

流動負債合計 904,890 1,003,330

固定負債   

長期借入金 50,225 26,753

事業撤退損失引当金 26,496 50,000

その他 － 568

固定負債合計 76,721 77,321

負債合計 981,611 1,080,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,665,496 4,392,946

資本剰余金 4,449,394 4,187,746

利益剰余金 △6,097,402 △6,072,637

自己株式 △32,114 △31,740

株主資本合計 2,985,375 2,476,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,259 －

評価・換算差額等合計 △3,259 －

新株予約権 24,559 2,728

少数株主持分 195,969 227,237

純資産合計 3,202,644 2,706,281

負債純資産合計 4,184,256 3,786,933



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,720,489

売上原価 1,679,396

売上総利益 1,041,092

販売費及び一般管理費  

給料 257,906

支払手数料 213,891

その他 474,020

販売費及び一般管理費合計 945,818

営業利益 95,274

営業外収益  

受取利息 7,312

その他 383

営業外収益合計 7,696

営業外費用  

為替差損 69,723

その他 12,723

営業外費用合計 82,446

経常利益 20,524

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,264

持分変動利益 335

特別利益合計 7,600

特別損失  

損害賠償金 32,400

その他 4,229

特別損失合計 36,629

税金等調整前四半期純損失（△） △8,504

法人税、住民税及び事業税 9,656

法人税等調整額 7,325

法人税等合計 16,981

少数株主損失（△） △721

四半期純損失（△） △24,764



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 840,547

売上原価 501,485

売上総利益 339,061

販売費及び一般管理費  

給料 85,809

支払手数料 72,591

その他 167,311

販売費及び一般管理費合計 325,712

営業利益 13,349

営業外収益  

受取利息 1,574

その他 220

営業外収益合計 1,795

営業外費用  

為替差損 34,527

その他 5,725

営業外費用合計 40,252

経常損失（△） △25,108

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,048

持分変動利益 335

特別利益合計 9,383

特別損失  

その他 161

特別損失合計 161

税金等調整前四半期純損失（△） △15,886

法人税、住民税及び事業税 3,793

法人税等調整額 5,709

法人税等合計 9,502

少数株主利益 6,526

四半期純損失（△） △31,915



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △8,504

減価償却費 97,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,735

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,400

受取利息及び受取配当金 △7,312

支払利息 2,159

為替差損益（△は益） 69,723

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3,075

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △23,503

損害賠償損失 32,400

売上債権の増減額（△は増加） 281,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,213

前渡金の増減額（△は増加） △93,899

その他の流動資産の増減額（△は増加） △94,380

仕入債務の増減額（△は減少） △4,157

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45,092

その他 27,586

小計 199,327

利息及び配当金の受取額 3,105

利息の支払額 △1,799

損害賠償金の支払額 △32,400

法人税等の支払額 △75,622

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,611

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金の回収による収入 3,325

有形固定資産の取得による支出 △38,580

無形固定資産の取得による支出 △48,065

投資有価証券の売却による収入 824

定期預金の預入による支出 △50,300

定期預金の払戻による収入 289,964

子会社株式の取得による支出 △16,663

その他 △37,671

投資活動によるキャッシュ・フロー 102,832

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 60,000

長期借入金の返済による支出 △36,416

長期未払金の返済による支出 △4,500

株式の発行による収入 522,490

自己株式の取得による支出 △373

その他 37

財務活動によるキャッシュ・フロー 541,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 690,027

現金及び現金同等物の期首残高 1,200,969



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,890,996



 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

（注）１ 事業区分は、内部管理上の区分によっております。 

２ 事業区分の主な内訳 

（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〕 

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
（千円） 

売上高                                                

(1）外部顧客に対する

売上高 
 346,842  95,080  124,161  190,680  83,782  840,547  －  840,547

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  20,382  0  20,383  (20,383)  －

計  346,842  95,080  124,161  211,063  83,782  860,930  (20,383)  840,547

営業利益又は営業損失（△）  1,450  △8,451  7,259  21,540  23,752  45,552  (32,203)  13,349

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
（千円） 

売上高                        

(1）外部顧客に対する

売上高 
 1,018,466  424,263  464,409  567,226  246,124  2,720,489  －  2,720,489

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  38,003  2  38,005  (38,005)  －

計  1,018,466  424,263  464,409  605,229  246,126  2,758,495  (38,005)  2,720,489

営業利益  42,005  3,238  24,857  43,863  70,031  183,996  (88,722)  95,274

(1) デジタルコンテンツ配信事業 ……携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテンツ

配信事業 

(2) 物販事業 ……インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販事業 

(3) ライツ＆メディアコミュニケ 

    ーション事業 

……ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業化、

タレント等のファンクラブ運営事業、イベント事業 

(4) 通信・映像送出事業 ……衛星通信事業、映像送出事業、映像編集事業、データセンター事業

(5) その他事業 ……デジタル加工・制作事業、音楽関連コンテンツ制作・販売事業等 



３ 事業区分の方法の変更 

   従来、「その他事業」に含めておりました通信・映像送出事業の売上割合が増加しており、今後もこの傾

向が予想されるため「通信・映像送出事業」として区分することに変更しました。 

   また、「物販事業」に含めておりました版権関連のグッズ販売並びにその他事業に含めておりました版権

関連のイベント事業は、版権というくくりで集約することが適切であるとして、従来の「コミュニティ事

業」と一体化させ「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」と変更しました。 

   この結果、従来の方法に比較して、当第３四半期連結会計期間の売上高は、「物販事業」が75,062千円

減少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が77,839千円増加、「その他事業」が210,636千円減

少（うち、セグメント間内部売上高17,179千円）し、営業利益は、「物販事業」が3,809千円増加、「ライ

ツ＆メディアコミュニケーション事業」が5,751千円減少、「その他事業」が19,598千円減少します。 

   また、当第３半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が308,463千円減少、「ライツ＆メディアコミ

ュニケーション事業」が339,954千円増加、「その他事業」が633,517千円減少（うち、セグメント間内部

売上高34,800千円）し、営業利益は、「物販事業」が1,842千円増加、「ライツ＆メディアコミュニケーシ

ョン事業」が18,309千円増加、「その他事業」が64,014円減少します。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。   

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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 

 当社は、平成20年12月12日付で、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結会計期

間において資本金が272,550千円、資本準備金が261,648千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資

本金が4,665,496千円、資本準備金が4,449,394千円となっております。  

  



（７）重要な後発事象 

 平成20年11月25日開催の取締役会にて、ビーオーエフインターナショナル株式会社との合併に関する基本合意

書の締結について決議し、同日付で基本合意書を締結いたしました。 

（１）合併を行う理由  

 当社は、事業領域の拡大、マーケットとしてアジアを視野に入れたエンターテイメント企業への脱皮

を図ることを中長期経営戦略として捉え、その実現のためにビーオーエフインターナショナル株式会社

が保有するペ・ヨンジュン氏を中心とした韓国コンテンツおよび韓国を中心としたアジアへのネットワ

ークを積極的に活用することが、企業成長、一層の収益力および財務基盤強化になるものと判断し、ビ

ーオーエフインターナショナル株式会社との合併が 適の方法であるとの判断に至りました。 

 （２）合併期日（効力発生日） 

    平成21年５月１日 （予定） 

 （３）合併の方法 

       当会社を存続会社とする吸収合併方式とし、ビーオーエフインターナショナル株式会社は解散となり  

    ます。 

 （４）合併に際して発行する株式および割当、増加資本金等について 

    合併契約が未締結のため、これらについては現在未定であります。  

 （５）ビーオーエフインターナショナル株式会社の概要 

  

  

 商号 ビーオーエフインターナショナル株式会社 

 資本金  100百万円 

 事業内容  飲食業およびエンターテイメント業 

 従業員数（平成20年６月30日現在）  79名 

 純資産（平成20年６月期）  746百万円（単体） 

 総資産（平成20年６月期）  1,989百万円（単体） 

 売上高（平成20年６月期）  1,263百万円（単体） 

 経常利益（平成20年６月期）  38百万円（単体） 



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第3四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,914,636

Ⅱ 売上原価  1,779,378

売上総利益  1,135,258

Ⅲ 販売費及び一般管理費  868,714

営業利益  266,543

Ⅳ 営業外収益  10,416

 受取利息          2,802

 貸倒引当金戻入益      3,700

 その他      3,913

Ⅴ 営業外費用  20,212

 支払利息  2,623

 株式交付費償却  5,617

 組合出資損失  8,648

 その他  3,322

経常利益  256,747



  

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第3四半期） 

金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  431,116

 投資有価証券売却益  180,792

 貸倒引当金戻入益  114,564

 転換社債買入償還益  60,000

 新株予約権消却益  44,000

 新株予約権戻入益  10,260

 受取損害賠償金  21,500

Ⅶ 特別損失  547,977

 固定資産売却損  2,523

 固定資産除却損  5,954

 事業撤退損失引当金繰入額  38,614

 投資有価証券売却損  86,761

 投資有価証券評価減  270,100

 投資損失引当金繰入額  44,261

 貸倒引当金繰入額  97,611

 減損損失  2,150

税金等調整前四半期純利益  139,886

法人税、住民税及び事業税  46,063

法人税等調整額  △1,015

少数株主利益      32,869

四半期純利益  61,968
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