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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 6,397 2.9 37 △88.8 △8 ― △149 ―
21年3月期第1四半期 6,217 ― 330 ― 277 ― 118 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.89 ―
21年3月期第1四半期 1.50 ―

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

22年3月期第1四半期 37,452 13,175 34.7 164.43
21年3月期 39,015 13,289 33.6 165.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,980百万円 21年3月期  13,091百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％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  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

第2四半期 
連結累計期間

13,900 16.0 50 △86.9 △200 ― △250 ― △3.17

通期 28,000 20.5 800 ― 400 ― 300 455.5 3.80
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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、５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） 

(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 
・上記の予想は、本決算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って予想数値と異なる可能
性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、５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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 80,130,000株 21年3月期  80,130,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,187,859株 21年3月期  1,186,787株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 78,942,409株 21年3月期第1四半期 78,946,476株
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【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 

 当第１四半期連結累計期間（以下「当四半期」といいます。）におけるわが国の経済は、企業

収益の低迷に伴う設備投資の減少や雇用情勢の悪化などが続き、依然景気停滞の局面のまま推移

いたしました。 

 このような経済環境のもと当社グループは、基幹３事業にバランス良く経営資源を配分し、そ

れぞれの事業で安定した収益基盤を確立することを目指して営業活動を展開いたしました。 

 その結果、当四半期の連結業績は、映像関連事業においてシネリーブル系映画館の運営受託を

開始したこと等により売上高は6,397百万円（前年同四半期比2.9％増）となりました。しかし利

益面におきましては、不動産関連事業において販売用不動産のマーケット価格が下落し利益率が

低下したことや特別損失として減損損失（連結143百万円、個別141百万円）を計上したこと等に

より、営業利益37百万円（前年同四半期比88.8％減)、経常損失８百万円（前年同四半期比285百

万円の減益)、四半期純損失149百万円（前年同四半期比267百万円の減益）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績概況は以下のとおりであります。 

 

＜映像関連事業＞ 

（映画興行事業） 

 映画興行事業は、単館系映画館において『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱ

い』『スラムドッグ＄ミリオネア』『夏時間の庭』などの大ヒット作品があり既存館の営業が順

調であったことに加え、４月１日よりシネリーブル系映画館（５館19スクリーン）の運営受託を

開始したことにより、前年同四半期の売上高を大幅に上回りました。 

（映画の配給・買付・製作事業） 

 映画の配給・買付・製作事業は、前年同四半期に大幅な配給収入等が計上されていたため、前

年同四半期の売上高を下回りました。 

（広告事業） 

 広告事業は、大口クライアントからの受注増加等により、前年同四半期の売上高を上回りまし

た。 

 

 以上の結果、映像関連事業の売上高は1,174百万円（前年同四半期比51.6％増)、営業損失は39

百万円（前年同四半期比71百万円の改善）となりました。 

 

＜ホテル飲食関連事業＞ 

（ホテル事業） 

 スモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」は、宿泊部門は需要低迷のなか価格競争

が激化したことにより客室単価が低下し、料飲部門は個人消費の冷え込みにより来店客数が減少

しましたので、前年同四半期の売上高を下回りました。 

 ビジネスホテル「池袋ホテルテアトル」は、マーケット全体の宿泊需要が低迷するなか近隣の

新規ホテル参入による競合激化により客室稼働率、客室単価ともに低下したため、前年同四半期

の売上高を下回りました。 

（飲食事業） 

 焼鳥専門店チェーン「串鳥」は、前年度に「串鳥番外地 東急プラザ店」の出店や「澄川店」

の店舗増床があったこと等により、前年同四半期の売上高を上回りました。 

 当社直営の都内飲食店３店舗は、新規顧客獲得を目指し宣伝販促を強化いたしましたが、需要

低迷の影響により前年同四半期の売上高を下回りました。 

 キャバレー事業は、前年度に「歌舞伎町クラブハイツ」を閉店し「札幌クラブハイツ」１店舗

となりましたので、前年同四半期の売上高を大幅に下回りました。 

 

 以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は1,738百万円（前年同四半期比13.5％減)、営業損

失は48百万円（前年同四半期比70百万円の減益）となりました。 
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＜不動産関連事業＞ 

（アセットマネジメント事業） 

 アセットマネジメント事業（不動産等の所有・運用・証券化）は、賃料収入の減少等により前

年同四半期の売上高を下回りました。 

（プロパティマネジメント事業） 

 プロパティマネジメント事業（不動産の転貸・管理受託）は、マンションの管理受託が拡大し

ましたが、賃貸商業施設のテナント誘致が競合激化により進まなかったこと等により、前年同四

半期の売上高を下回りました。 

（不動産流動化事業） 

 不動産流動化事業（不動産の再生販売・仲介）は、不動産市況の低迷により販売件数が減少し

ましたが、リニューアルマンション事業において底堅い実需を受けて堅調に物件の仕入・販売が

進捗しましたので、前年同四半期並みの売上高を確保いたしました。 

（サービサー事業） 

 サービサー事業（特定金銭債権の管理・回収）は、債権の回収が順調に進みましたので、前年

同四半期の売上高を大幅に上回りました。 

 

 以上の結果、不動産関連事業の売上高は3,173百万円（前年同四半期比4.1％増)、販売用不動

産の利益率が低下したこと等により営業利益は337百万円（前年同四半期比50.8％減）となりま

した。 

 

＜小売レジャー関連事業＞ 

（小売事業） 

 小売事業は、カジュアルウェアショップ事業の不振や非効率店舗を撤退したこと等により、前

年同四半期の売上高を下回りました。 

（レジャーホテル事業） 

 レジャーホテル事業は、近隣ホテルとの競合激化等により、前年同四半期の売上高を下回りま

した。 

 

 以上の結果、小売レジャー関連事業の売上高は311百万円（前年同四半期比19.1％減)、コスト

削減を進めたこと等により営業損失は19百万円（前年同四半期比2百万円の改善）となりました。 

 

＜事業の種類別セグメントの売上高＞ 

事業の種類別セグメントの名称 売 上 高 構 成 比 前年同四半期比増減

 百万円 ％ ％

 映像関連事業 1,174 18.3 51.6 

 ホテル飲食関連事業 1,738 27.2 △13.5 

 不動産関連事業 3,173 49.6 4.1 

 小売レジャー関連事業 311 4.9 △19.1 

合    計 6,397 100.0 2.9 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

 流動資産は、販売用不動産の売却等により前年度末と比較し、1,397百万円減少し8,475百万円

となりました。 

 固定資産は、保有有価証券の時価評価額の増加がありましたが、減価償却費や減損損失の計上

および差入保証金の約定返還等により前年度末と比較し、166百万円減少し28,977百万円となり

ました。 

 以上の結果、当四半期末における資産の部は、前年度末と比較し、1,563百万円減少し37,452

百万円となりました。 

（負債の部） 

 負債の部は、有利子負債の減少により前年度末と比較し、1,449百万円減少し24,276百万円と

なりました。 
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（純資産の部） 

 純資産の部は、保有有価証券の時価評価額の増加がありましたが、配当金の支払および四半期

純損失の計上により前年度末と比較し、114百万円減少し13,175百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、販売

用不動産等の売却による増加がありましたが、銀行借入等の返済により158百万円減少し1,728百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当四半期の営業活動による資金収支は1,605百万円となりました。これは税金等調整前四半期

純損失158百万円の計上がありましたが、販売用不動産の売却およびその他の資産（サービサー

事業に伴い取得した特定金銭債権等）の回収による収入が発生したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当四半期の投資活動による資金収支は△156百万円となりました。これは短期貸付金の増加お

よび有形固定資産の取得等によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当四半期の財務活動による資金収支は△1,586百万円となりました。これは銀行借入の減少に

よるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21年５月12日の決算発表

時に公表した業績予想からの変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

当四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,822,925 1,965,956 

受取手形及び売掛金 765,013 780,422 

商品 541,937 554,585 

販売用不動産 2,823,645 4,014,176 

貯蔵品 27,397 27,546 

短期貸付金 396,849 354,311 

繰延税金資産 286,917 273,055 

その他 1,846,153 1,928,931 

貸倒引当金 △35,376 △26,438 

流動資産合計 8,475,462 9,872,548 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,439,407 8,694,950 

機械装置及び運搬具（純額） 192,442 206,443 

工具、器具及び備品（純額） 414,236 439,699 

土地 14,022,624 14,022,624 

リース資産（純額） 19,886 21,011 

有形固定資産合計 23,088,596 23,384,729 

無形固定資産   

借地権 402,314 403,917 

ソフトウエア 95,489 92,558 

のれん 14,806 16,152 

その他 26,256 27,195 

無形固定資産合計 538,867 539,824 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,830,467 1,573,538 

長期貸付金 1,570 1,500 

差入保証金 2,937,059 3,044,187 

繰延税金資産 312,922 312,273 

その他 281,809 301,733 

貸倒引当金 △14,200 △14,386 

投資その他の資産合計 5,349,627 5,218,846 

固定資産合計 28,977,091 29,143,401 

資産合計 37,452,553 39,015,949 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 865,704 763,882 

短期借入金 1,227,660 3,235,600 

1年内返済予定の長期借入金 4,646,874 4,745,772 

1年内償還予定の社債 230,000 230,000 

リース債務 3,870 4,453 

未払金 521,689 549,221 

未払法人税等 71,627 154,771 

繰延税金負債 24 22 

賞与引当金 93,303 168,975 

その他 882,177 743,114 

流動負債合計 8,542,931 10,595,814 

固定負債   

社債 1,080,000 1,080,000 

長期借入金 9,370,643 8,690,829 

リース債務 16,242 16,702 

長期未払金 63,769 71,081 

長期預り保証金 2,071,130 2,126,318 

繰延税金負債 214,213 217,093 

再評価に係る繰延税金負債 2,153,751 2,153,751 

退職給付引当金 594,668 605,009 

役員退職慰労引当金 169,591 169,591 

固定負債合計 15,734,011 15,130,376 

負債合計 24,276,942 25,726,191 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,552,640 4,552,640 

資本剰余金 3,737,647 3,737,647 

利益剰余金 3,305,507 3,612,531 

自己株式 △236,439 △236,235 

株主資本合計 11,359,355 11,666,582 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,077 △191,223 

土地再評価差額金 2,643,072 2,643,072 

為替換算調整勘定 △1,061,199 △1,026,432 

評価・換算差額等合計 1,620,950 1,425,416 

少数株主持分 195,305 197,758 

純資産合計 13,175,611 13,289,758 

負債純資産合計 37,452,553 39,015,949 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 6,217,304 6,397,220 

売上原価 4,262,348 4,822,734 

売上総利益 1,954,956 1,574,486 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 38,454 26,828 

役員報酬 96,340 77,662 

人件費 778,549 764,253 

賞与引当金繰入額 86,270 92,336 

退職給付費用 23,985 20,881 

水道光熱費 46,992 42,659 

賃借料 106,888 97,301 

その他 446,706 415,499 

販売費及び一般管理費合計 1,624,187 1,537,423 

営業利益 330,769 37,062 

営業外収益   

受取利息 7,430 1,894 

受取配当金 23,328 18,239 

匿名組合投資利益 8,889 8,417 

保険解約返戻金 18,789 － 

為替差益 － 35,609 

その他 5,779 7,132 

営業外収益合計 64,218 71,293 

営業外費用   

支払利息 106,534 111,694 

その他 11,430 5,625 

営業外費用合計 117,965 117,319 

経常利益又は経常損失（△） 277,021 △8,963 

特別利益   

受取解約違約金 1,080 40,146 

特別利益合計 1,080 40,146 

特別損失   

固定資産除却損 2,047 5,392 

投資有価証券評価損 － 28,119 

貸倒引当金繰入額 4,464 － 

減損損失 － 143,469 

商品廃棄損 － 1,812 

差入保証金償却損 － 4,000 

事務所移転費用 － 6,503 

解約違約金 1,580 － 

特別損失合計 8,091 189,297 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

270,010 △158,115 

法人税、住民税及び事業税 61,868 52,534 

法人税等調整額 86,399 △71,409 

法人税等合計 148,267 △18,874 

少数株主利益 3,326 9,896 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 118,416 △149,137 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

270,010 △158,115 

減価償却費 171,295 163,540 

減損損失 － 143,469 

のれん償却額 2,390 1,346 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,034 8,751 

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,655 △75,672 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,663 △10,341 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,550 － 

受取利息 △7,430 △1,894 

受取配当金 △23,328 △18,239 

支払利息 106,534 111,694 

受取解約違約金 － △40,146 

商品評価損 － 71,124 

差入保証金償却額 － 4,000 

投資有価証券評価損益（△は益） － 28,119 

固定資産除却損 1,673 1,691 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,223 1,132,203 

売上債権の増減額（△は増加） 77,252 15,409 

仕入債務の増減額（△は減少） △51,916 101,822 

営業貸付金の増減額（△は増加） 33,319 57,682 

その他の資産の増減額（△は増加） △30,897 193,945 

その他の負債の増減額（△は減少） △51,594 84,161 

小計 391,024 1,814,554 

利息及び配当金の受取額 30,759 20,133 

利息の支払額 △103,060 △103,276 

法人税等の支払額 △404,472 △125,523 

営業活動によるキャッシュ・フロー △85,749 1,605,889 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △98,100 － 

投資有価証券の売却による収入 2,873 1,798 

短期貸付金の増減額（△は増加） △100,070 △100,060 

長期貸付けによる支出 － △1,500 

長期貸付金の回収による収入 1,429 2,609 

有形固定資産の取得による支出 △15,114 △35,608 

無形固定資産の取得による支出 △7,625 △8,996 

定期預金の預入による支出 △83,211 △22,223 

定期預金の払戻による収入 － 7,200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,818 △156,780 

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） 989,700 △2,007,940 

長期借入れによる収入 － 1,900,000 

長期借入金の返済による支出 △1,082,376 △1,319,084 

自己株式の取得による支出 △226 △203 

配当金の支払額 △237,228 △158,574 

リース債務の返済による支出 － △1,043 

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,130 △1,586,846 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,794 △20,317 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △772,493 △158,055 

現金及び現金同等物の期首残高 2,690,655 1,886,520 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,918,162 1,728,464 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第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） 

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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

映像関連事
業 

(千円) 

ホテル飲食
関連事業 

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

小売レジャ
ー関連事業 

(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 

774,331 2,009,977 3,047,991 385,004 6,217,304 － 6,217,304 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,372 826 284,335 29 288,564 （288,564） － 

計 777,704 2,010,804 3,332,326 385,033 6,505,869 （288,564） 6,217,304 

営業利益又は営業損失（△） △110,981 21,592 686,487 △22,699 574,399 （243,630） 330,769 

(注)１ 事業区分は事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 
各事業区分の主要な事業内容 
(1) 映像関連……………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣伝、

イベント企画 
(2) ホテル飲食関連……スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストランの家

具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 
(3) 不動産関連…………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、不

動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管理・回
収 

(4) 小売レジャー関連…雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 
２ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、当社及び国内
連結子会社の棚卸資産の評価方法を原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計期間における「不動産関連事業」の営業利
益は、19,502千円減少しております。 
 

当第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） 

  

映像関連事
業 

(千円) 

ホテル飲食
関連事業 

(千円) 

不動産関連
事業 

(千円) 

小売レジャ
ー関連事業 

(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 

1,174,043 1,738,311 3,173,574 311,290 6,397,220 － 6,397,220 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

3,274 1,178 235,801 159 240,414 （240,414） － 

計 1,177,318 1,739,490 3,409,376 311,449 6,637,634 （240,414） 6,397,220 

営業利益又は営業損失（△） △39,929 △48,835 337,449 △19,825 228,858 （191,795） 37,062 

(注)１ 事業区分は事業の内容及び類似性を考慮し決定しております。 
各事業区分の主要な事業内容 
(1) 映像関連……………映画の興行・配給・買付・製作、試写室の経営、総合広告サービス、映画の宣伝、

イベント企画 
(2) ホテル飲食関連……スモールラグジュアリーホテル・ビジネスホテルの経営、ホテル・レストランの家

具・什器等の購買代行、飲食店・キャバレーの経営 
(3) 不動産関連…………不動産等の所有・運用・証券化、不動産の転貸、マンションの管理、施設管理、不

動産の販売、不動産の仲介、住宅等の建築・リフォーム、特定金銭債権の管理・回
収 

(4) 小売レジャー関連…雑貨・衣料の販売、レジャーホテルの経営 
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【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20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

在外子会社の売上高の金額は全セグメントの合計額の10％未満であるため、所在地別セグメント
情報の記載は省略しております。 
 

当第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） 

在外子会社の売上高の金額は全セグメントの合計額の10％未満であるため、所在地別セグメント
情報の記載は省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高の合計は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 
 

当第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） 

海外売上高の合計は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第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） 

該当事項はありません。 
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