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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、平成20年６月期第３四半期は１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

(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6月期第3四半期 3,785 ― 165 ― 159 ― 92 ―
20年6月期第3四半期 3,729 4.7 38 △30.2 20 △57.6 △22 ―

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6月期第3四半期 18,986.28 18,755.02
20年6月期第3四半期 △4,785.02 ―

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6月期第3四半期 2,317 619 26.7 126,620.90
20年6月期 2,131 520 24.4 108,982.23

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  619百万円 20年6月期  520百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 4,994 0.2 201 147.6 182 193.9 106 ― 21,901.80

－1－



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  有  
〔（注）詳細は、４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） 

〔（注）詳細は、４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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 上記の業績予想は合理的と判断される条件・計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なること
がありえます。 
(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。 

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6月期第3四半期 4,890株 20年6月期  4,780株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 4,866株 20年6月期第3四半期 4,631株
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当第３四半期連結累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
的な金融不安、株式・為替市場の急激な変動、企業の生産減及び雇用情勢の悪化により、景況感が悪化い
たしました。 
当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業において、平成20年４月に調剤報酬改定及び薬価基準の

見直しが実施され、薬価基準は薬価ベースで5.2％のダウンとなり、依然厳しい収益環境が続いておりま
す。医薬分業率に関しましては、平成20年９月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
67.0％（前年同月65.1％。全国では57.8％（同55.6％））となっており、伸び率の鈍化傾向が顕著となっ
ております。 
また、研究開発事業のサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門において、健康食品原料として製

造・販売を行っております。当該事業の係る健康食品業界においては、平成20年４月より生活習慣病予防
のため開始された特定健康診査・特定保健指導の義務化等で健康志向が高まり、市場は成長傾向にあるも
のとされております。 
このような環境のなか、当社グループは「質の高い健康を提案するトータルコーディネート会社」とし

て、調剤薬局事業、福祉事業、研究開発事業及び不動産関連事業の各事業を展開してまいりました。これ
らの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,785,809千円、経常利益159,286千円、四半期純
利益92,387千円となりました。 
  

①調剤薬局事業 

調剤薬局事業は、前連結会計期間の12月に調剤薬局１店舗を譲渡したこと及び平成20年４月に実施され
た調剤報酬改定及び薬価基準の見直しの影響を受けましたが、処方箋単価の増加により既存店舗の売上が
好調に推移しております。また利益面では、あらゆる原価の見直しに注力したことにより、薬価基準の改
定等の影響を吸収することができました。この結果、売上高は3,362,379千円、営業利益は254,366千円と
なりました。 
  

②福祉事業 

福祉事業は、引き続き自社サービス品質の維持向上を目標とし、入居者様及び通所者様本意の施設を目
指して堅実に事業を推進してまいりました。この結果、売上高は181,313千円、営業利益は10,344千円と
なりました。 
  

③研究開発事業 

研究開発事業は、サケ魚卵外皮（サーモンオバリー）からアミノ酸・ペプチドを抽出し健康食品原料と
して販売するサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門において、前連結会計年度の下期からの標津
工場での安定稼動が第２四半期連結累計期間まで実現しておりましたが、平成21年１月に主要販売先であ
る協和薬品株式会社より契約解除通知を郵送にて受け取ったことにより、事実関係の確認作業を行い、同
社との協議を継続している間、ＳＯＰの出荷を停止しております。なお、平成21年３月19日付で同社あて
に当該解除通知に対する異議申述書を送付し、解除通知の撤回を要請しておりますが、回答期限である平
成21年３月31日までに同社より回答はございません。この結果、売上高は232,422千円、営業利益は
47,823千円となりました。 
 なお、平成21年５月11日付で当該事業会社である北日本化学株式会社の発行済全株式の譲渡契約を締結
いたしました。詳細につきましては、６．その他の情報の重要な後発事象をご参照ください。 
  

④不動産関連事業 

不動産関連事業におきましては、不動産賃貸・管理収入が主なものであります。 

  

第３四半期連結会計期間末における総資産は、「リース取引に関する会計基準」の早期適用により、前
連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得価額として取得したものとして固定資産に
リース資産135,664千円を計上したこと及びサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門の原料回収等
によりたな卸資産が46,486千円増加したことが主要因で、2,317,572千円となりました。 
 また、負債につきましてもリース債務を140,483千円及び賞与引当金を34,820千円計上しております
が、長期借入金の約定返済75,794千円及び社債の償還25,000千円等により、1,698,396千円となりまし
た。 
 純資産については、新株予約権（ストック・オプション）の行使による資本金の増加5,500千円及び四
半期純利益92,387千円を計上したことにより、619,176千円となりました。 
 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは169,205千円の獲得、投資
活動によるキャッシュ・フローは63,410千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローは137,073千円

・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
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の使用となりました。これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は
271,770千円となりました。 
  

平成21年６月期の連結業績予想につきましては、業績予想の修正に関するお知らせ（平成20年12月17日
発表）掲載の業績予想値と変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在にお
いて入手可能な情報を前提としており、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なること
がありえます。 

  
  

該当事項はありません。 
 なお、平成21年５月11日付で連結子会社である北日本化学株式会社の発行済全株式の譲渡契約を締結
いたしました。詳細につきましては、６．その他の情報の重要な後発事象をご参照ください。 

  

①簡便な会計処理 
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して算定する

方法によっております。 
  
②四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。 
  
②棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、「棚卸資産の評価に関
する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計
期間から適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び
税金等調整前四半期純利益が6,094千円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  
③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、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方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計
上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。 
 なお、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、
期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額とし
て取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資
産に128,346千円、無形固定資産に7,317千円計上され、売上総利益が4,482千円、営業利益が4,232千円
それぞれ増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が1,470千円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  
④法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定
耐用年数及び資産区分が見直されました。これを契機に当社グループの機械装置について耐用年数を再
検証したところ、従来の９年より10年が実態に即していると判断いたしました。これにより、第１四半
期連結会計期間より10年に変更しております。 
 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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
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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21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 271,770 303,049

受取手形及び売掛金 798,449 788,393

商品及び製品 218,787 166,887

仕掛品 15,151 18,061

原材料 13,968 16,472

繰延税金資産 19,192 2,134

その他 27,612 24,684

貸倒引当金 △7,791 △21,480

流動資産合計 1,357,139 1,298,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 360,130 342,169

機械装置及び運搬具（純額） 100,105 114,302

工具、器具及び備品（純額） 29,876 19,980

土地 183,866 199,389

リース資産（純額） 128,346 －

有形固定資産合計 802,326 675,841

無形固定資産   

のれん － 8,419

その他 26,493 19,132

無形固定資産合計 26,493 27,551

投資その他の資産   

投資有価証券 806 1,276

繰延税金資産 24,185 30,097

敷金及び保証金 58,838 49,609

その他 46,880 47,384

投資その他の資産 130,711 128,368

固定資産合計 959,531 831,761

繰延資産 901 1,948

資産合計 2,317,572 2,131,910
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 808,286 875,090

1年内返済予定の長期借入金 98,090 102,279

未払金 47,258 28,987

未払法人税等 58,880 15,630

賞与引当金 34,820 －

その他 70,724 70,762

流動負債合計 1,118,060 1,092,751

固定負債   

長期借入金 440,463 512,069

その他 139,872 6,155

固定負債合計 580,335 518,224

負債合計 1,698,396 1,610,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 282,117 276,617

資本剰余金 178,617 178,617

利益剰余金 158,442 66,054

株主資本合計 619,176 521,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △353

評価・換算差額等合計 － △353

純資産合計 619,176 520,935

負債純資産合計 2,317,572 2,131,910

－6－

㈱オストジャパングループ（2757）平成21年６月期 第３四半期決算短信



(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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,785,809

売上原価 3,377,785

売上総利益 408,024

販売費及び一般管理費 242,568

営業利益 165,455

営業外収益  

受取利息及び配当金 541

助成金収入 5,348

受取保険金 4,868

受取地代家賃 2,963

その他 1,393

営業外収益合計 15,114

営業外費用  

支払利息 15,340

株式交付費償却 477

手形売却損 1,460

その他 4,006

営業外費用合計 21,283

経常利益 159,286

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,946

固定資産売却益 285

投資有価証券売却益 999

特別利益合計 15,232

特別損失  

固定資産売却損 11,523

固定資産除却損 57

たな卸資産廃棄損 1,721

投資有価証券評価損 2,116

特別損失合計 15,419

税金等調整前四半期純利益 159,098

法人税、住民税及び事業税 78,098

法人税等調整額 △11,386

法人税等合計 66,711

四半期純利益 92,387
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【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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,192,254

売上原価 1,137,924

売上総利益 54,329

販売費及び一般管理費 78,784

営業損失（△） △24,454

営業外収益  

受取利息及び配当金 179

助成金収入 4,761

受取保険金 4,806

受取地代家賃 969

その他 275

営業外収益合計 10,992

営業外費用  

支払利息 4,678

株式交付費償却 159

手形売却損 634

その他 1,341

営業外費用合計 6,813

経常損失（△） △20,275

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,946

特別利益合計 13,946

特別損失  

固定資産売却損 11,523

固定資産除却損 57

たな卸資産廃棄損 10

投資有価証券評価損 182

特別損失合計 11,773

税金等調整前四半期純損失（△） △18,102

法人税、住民税及び事業税 19,114

法人税等調整額 △10,778

法人税等合計 8,335

四半期純損失（△） △26,438
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(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７月１日 
 至 平成21年３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 159,098

減価償却費 101,624

のれん償却額 8,419

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,689

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,820

受取利息及び受取配当金 △541

支払利息 15,340

固定資産売却損益（△は益） 11,237

固定資産除却損 57

投資有価証券売却損益（△は益） △999

投資有価証券評価損益（△は益） 2,116

株式交付費償却 477

たな卸資産廃棄損 1,721

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,153

その他の資産の増減額（△は増加） 3,184

売上債権の増減額（△は増加） △10,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,208

仕入債務の増減額（△は減少） △66,803

未払金の増減額（△は減少） 6,526

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,570

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,320

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 39,070

その他 △14,209

小計 221,141

利息及び配当金の受取額 541

利息の支払額 △15,203

法人税等の支払額 △37,274

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,205

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 △56,180

有形固定資産の売却による収入 4,380

無形固定資産の取得による支出 △1,721

投資有価証券の取得による支出 △453

投資有価証券の売却による収入 1,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10,436

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,410

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △75,794

社債の償還による支出 △25,000

株式の発行による収入 5,500

配当金の支払額 △4

リース債務の返済による支出 △41,774

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,278

現金及び現金同等物の期首残高 303,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 271,770
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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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、業種業態に照らし区分を行っております。 

２ 各区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

(1) 調剤薬局事業：調剤薬局の経営 

(2) 福祉事業：福祉施設の経営 

(3) 研究開発事業：化粧品の開発製造及び健康食品等原料製造を含む受託研究 

(4) 不動産関連事業：不動産賃貸・管理業務等 

３ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期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」に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、

研究開発事業で6,094千円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

「四半期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」に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）及び「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 平成19年３月30日）を早期適用しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、調剤

薬局事業で3,427千円、福祉事業で225千円及び研究開発事業で830千円それぞれ増加し、消去及び全社で250

千円減少しております。 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「四半期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」に記載のとおり、法人税法の改正

（法律第23号 平成20年４月30日）に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これを契機に当

社グループの機械装置について耐用年数を再検証したところ、従来の９年より10年が実態に即していると判

断いたしました。これにより、第１四半期連結会計期間より10年に変更しております。この変更は、研究開

発事業の営業利益に影響を与えますが、軽微であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

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

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

調剤薬局 
事業 
(千円)

福祉事業
(千円)

研究開発
事業 

（千円）

不動産関連
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

3,362,379 181,313 232,422 9,694 3,785,809 ― 3,785,809

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,085 ― 295 9,981 12,361 (12,361) ―

計 3,364,464 181,313 232,718 19,675 3,798,171 (12,361) 3,785,809

営業利益 254,366 10,344 47,823 15,400 327,934 (162,479) 165,455

【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
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（要約）前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 3,729,519

Ⅱ 売上原価 3,436,187

  売上総利益 293,331

Ⅲ 販売費及び一般管理費 255,212

  営業利益 38,119

Ⅳ 営業外収益 13,167

Ⅴ 営業外費用 30,651

  経常利益 20,635

Ⅵ 特別利益 23,809

Ⅶ 特別損失 13,537

  税金等調整前四半期純利益 30,907

  法人税、住民税及び事業税 65,280

  法人税等調整額 △12,212

  四半期純損失(△) △22,159
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（重要な後発事象） 

6.その他の情報

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日)

 当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、連結子会社である北日本化学株式会社の発行済全株式を

譲渡することを決議し、同日、平成21年５月15日を譲渡日として譲渡契約を締結しました。 

 

(1) 譲渡の理由 

 当社の連結子会社である北日本化学株式会社のサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門において、主

要取引先である協和薬品株式会社より取引契約解除通知の送付を受けていたため、新規販売先の確保に向け独

自の営業活動を開始しておりましたが、北日本化学株式会社の代表取締役である盛孝男及びＳＯＰ事業を活用

し、事業拡大を計画している会社経営者より発行済全株式の譲受の申し出があったため、当社連結業績への影

響及び北日本化学株式会社の従業員の雇用の確保等の観点から、譲渡契約に至ったものであります。 

(2) 株式の譲渡先 

 個人２名

(3) 譲渡の時期 

 平成21年５月15日

(4) 当該連結子会社の名称及び主な事業内容 

 ①名称     北日本化学株式会社 

 ②主な事業内容 ＳＯＰ製造販売

(5) 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 

 ①譲渡する株式の数 900株 

 ②譲渡価額      0円 

 ③譲渡損益      関係会社株式売却益を特別利益に計上する見込みでありますが、 

                      金額については未定です。 

 ④譲渡後の持分比率  -％

(6) 当該事象の当社の個別業績に与える影響 

 平成21年６月期の個別業績において、北日本化学株式会社への貸付金に対し貸倒引当金繰入額84百万円を特

別損失に計上する見込みであります。 

 なお、当該株式の帳簿価額は１円のため、関係会社株式売却損の計上による影響は軽微であります。 
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