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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 1,223 69.1 △227 ― △175 ― △256 ―
21年3月期第1四半期 723 ― △81 ― △67 ― 1,319 ―

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 △18.57 ―
21年3月期第1四半期 92.21 ―

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 8,837 5,155 58.3 373.28
21年3月期 8,421 5,515 65.4 399.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,155百万円 21年3月期  5,515百万円

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 ― 1.50 ― 1.50 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
1.50 ― 1.50 3.00

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

3,104 78.6 △118 ― △95 ― △95 ― △6.88

通期 7,238 51.1 2 △90.6 30 △72.8 16 △98.5 1.15
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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  

（注）詳細は、6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、6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、6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 
 平成21年5月21日に公表いたしました連結業績予想は、当第1四半期連結会計期間において、第2四半期累計期間、通期とも修正しております。詳細に
つきましては、平成21年8月13日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」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 有

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 14,860,000株 21年3月期  14,860,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,049,367株 21年3月期  1,049,367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 13,810,633株 21年3月期第1四半期 14,310,633株
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当第１四半期連結会計期間におきましては、米国金融危機に端を発した全世界的な経済悪化に改善の

兆しは見られず、雇用情勢の更なる悪化や企業収益の大幅減少など景気の減速傾向が一段と強まりまし

た。  

 外食業界におきましても、これらの実体経済への影響により、個人消費の低迷は長期化の様相を呈し

ております。  

 このような状況下で当社は、平成21年４月30日付にて株式会社グルメパークとの間で「事業譲渡契

約」を締結し、同社から「らー麺藤平」の店舗営業権を含む一部事業譲渡を受け、「らー麺藤平」の直

営店33店舗及びフランチャイズ（FC）９店舗の譲渡を受けました。FC事業におきましては、前年新規開

店した新潟営業所３店舗及び前橋支店２店舗をはじめFC店舗への販促活動により、堅調に推移いたしま

した。 しかしながら「らー麺藤平」譲受各店舗の承継のため初期費用計上及び直営事業において「ラ

ーメン無限庵」「五反田スペイン・バル」の閉店により売上・利益とも減少しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,223百万円（前年同四半期比69.1％増）、営業

損失は227百万円、経常損失は175百万円、四半期純損失は256百万円（前年同四半期は四半期純利益

1,319百万円）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

①食品事業 

当社の食品事業は、ラーメンのＦＣ事業、飲食店の直営事業および通販等の直販事業からなっており

ます。  

 ＦＣ事業では、当連結会計期間において、当社の各営業所が既存FC店の販売強化を目指し、FC 店オ

ーナーと積極的なコミュニケーションを行い、販促活動を実施しました。また、昨年度から開始した法

人をその相手にするFC加盟契約締結促進も引き続き実行していきます。  

  飲食店の直営事業では、前年度末から当連結会計期間初めにかけて不採算店の閉店を行いました。こ

の閉店を補う新規店舗開設が第２四半期以後になり、売上が減少いたしました。また、個人消費低迷か

ら外食離れが進み、特に当社が経営するレストラン形式店舗の来客数減少に歯止めがかからず、売上減

少傾向が続きました。当社は、メニュー変更・販促施策を実行しましたが、売上減少を補うには至りま

せんでした。  

  通販等の直販事業は、新規商品販売、新規顧客開拓により売上増となりました。  

 以上の結果、当事業の売上高は1,174百万円（前年同四半期比111.7％増）、営業損失は159百万円と

なりました。  

  

  

②不動産事業 

不動産事業では、前連結会計年度に売却した東京都千代田区室町に当社が所有していた不動産に替る

収益不動産の取得を計画しておりましたが、良好な物件がなく、賃料収入が減少しました。スピード感

をもった遂行を行うものの、安易に妥協することなくより良質な物件を慎重に選択し、取得することに

より、長期的安定的な収入が獲得できることを目指します。  

 このような状況により不動産事業の売上高は48百万円(前年同四半期比22.8％減)、営業利益は23百万

円（前年同四半期比37.2％減）となりました。  

・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
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キャッシュフローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純

損失220百万円を計上し、差入保証金の増加122百万円、仕入債務の減少199百万円及び法人税等の支

払額237百万円等が生じた一方で、売上債権の減少137百万円、その他流動資産の減少110百万円及び

未払金の増加64百万円等により460百万円の資金の減少になりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、営業譲受による支出

151百万円、有形固定資産の取得による支出124百万円、貸付けによる支出80百万円が生じた一方で、

有価証券の売却による収入77百万円、貸付金の回収による収入56百万円等が発生し、230百万円の資

金の減少となりました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額

100百万円、長期借入金の返済による支出89百万円、同借入れによる収入230百万円及び社債の発行に

よる収入1,039百万円等により1,067百万円の資金の増加となりました。 

   

 以上により現金及び現金同等物の増加は376百万円となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比較しまして総資産額は415百万円増加し、

8,837百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加377百万円、固定資産の増加357百万円、受

取手形及び売掛金の減少224百万円によるものです。  

（負債） 

負債は775百万円増加し、3,681百万円になりました。これは主に社債の増加1,040百万円、買掛金の

減少199百万円によるものです。  

（純資産） 

純資産は360百万円減少し、5,155百万円になりました。これは主に利益剰余金の減少365百万円によ

るものです。  

  

当社グループが属する飲食業界は、企業業績の低迷による雇用不安が生じ、消費マインドの減退による

外食離れが進み、厳しい状況で推移する見込みであります。このような環境の中、当社グループとして

は、事業基盤強化のため、標準ＦＣモデルを設定し、ＦＣ店の加盟促進を図るとともに、平成２１年６月

から当社が事業譲渡を受け、営業している「らー麺藤平」ブランドのさらなる市場浸透を促進し、売上・

利益の増大を図ってまいります。また、食材をＦＣ店・直営店にとどまらず、新たな提供先を発掘し、強

固な収益基盤とするようにしてまいります。  

    

① 食品事業  

直営店事業としては、継続してラーメンに限らず多様なブランドを自ら創出することのみならず既存

ブランド（事業）の譲受をも検討し、繁盛店を作り上げることをおこなっていきます。また、スクラッ

プ＆ビルドにより、不採算店を収益店に転換する方策も実施していきます。  

 ＦＣ事業としては、標準的なＦＣモデルを設定し、新規加盟希望者に分かりやすく説明し、個人加盟

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
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及び法人加盟の促進を図ってまいります。また、当社営業担当が既存ＦＣ店へのより緊密なコミュニ

ケーションをとり、販促方法・新たなメニュー提案等も継続しておこなっていきます。当社が事業譲渡

を受け、営業している「らー麺藤平」ブランドについても、さらなる市場浸透を図り、売上・利益増加

に繋げてまいります。  

  

② 不動産事業  

不動産事業においては、当社所有の賃貸不動産の稼働率を向上させるため、収益性の低い物件につい

ては、より収益性の高い不動産へ転換を図ってまいります。昨年度、売却した東京都中央区の土地・建

物にかわる収益物件を取得し、収益増加を図ります。  
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該当事項はありません。           

  
  

・簡便な会計処理 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度

末に算定したものと著しい変動がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して

貸倒見積高を算定しております。 

  
  

 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 社債発行費については、従来、支出時に営業外費用の「社債発行費」として全額費用処理しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より、繰延資産に計上のうえ、社債の償還までの期間にわたり定額

法により償却する方法に変更しております。これは、多額の社債発行を行ったことにより、社債発行費

も多額になること、また、この社債発行により調達した資金は、前期に売却した室町ビルに代わる収益

ビルの取得に充当する予定であり、その資金調達費用たる社債発行費の効果は長期にわたるものである

ことを勘案し、期間損益の適正化を図るために行ったものであります。  

 これにより、従来の方法によった場合に比べて経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

39,486千円減少しております。  

                                 

・表示方法の変更 

 ①四半期連結貸借対照表関係  

 前第１四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

「長期貸付金」は、重要性が増加しましたので、当第１四半期連結会計期間より投資その他の資産の

「長期貸付金」に区分掲記することといたしました。なお、前第１四半期連結会計期間の投資その他の

資産の「その他」に含まれる「長期貸付金」は、2,806千円であります。  

  

 ②四半期連結損益計算書関係 

 前第１四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「店舗撤退損失」は、特別

損失総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することといたしまし

た。なお、前第１連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「店舗撤退損失」は1,323千円であ

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)

(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 2,202,086 1,824,748

受取手形及び売掛金 550,502 774,725

有価証券 13,848 －

商品及び製品 183,262 170,111

原材料及び貯蔵品 9,476 9,863

その他 377,272 540,166

貸倒引当金 △11,070 △12,170

流動資産合計 3,325,377 3,307,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,574,933 2,434,865

減価償却累計額 △1,724,646 △1,703,531

建物及び構築物（純額） 850,286 731,333

機械装置及び運搬具 132,735 128,514

減価償却累計額 △117,475 △116,339

機械装置及び運搬具（純額） 15,260 12,175

工具、器具及び備品 369,830 267,716

減価償却累計額 △166,489 △151,587

工具、器具及び備品（純額） 203,341 116,128

土地 2,219,699 2,164,899

その他 220,894 216,000

有形固定資産合計 3,509,482 3,240,537

無形固定資産 22,775 19,952

投資その他の資産   

長期貸付金 860,880 1,003,820

出資金 281,687 281,687

その他 924,843 691,490

貸倒引当金 △127,287 △122,997

投資その他の資産合計 1,940,124 1,854,001

固定資産合計 5,472,381 5,114,491

繰延資産 39,486 －

資産合計 8,837,245 8,421,935
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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   

買掛金 271,128 470,838

短期借入金 364,350 417,122

未払法人税等 7,664 243,518

その他 474,464 331,941

流動負債合計 1,117,607 1,463,421

固定負債   

社債 1,175,000 135,000

長期借入金 468,246 375,229

退職給付引当金 1,606 27,179

役員退職慰労引当金 12,997 26,909

負ののれん 16,969 17,862

繰延税金負債 617,749 609,790

その他 271,582 250,674

固定負債合計 2,564,149 1,442,645

負債合計 3,681,757 2,906,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,877,500 1,877,500

資本剰余金 1,737,500 1,737,500

利益剰余金 1,769,201 2,134,270

自己株式 △234,096 △234,096

株主資本合計 5,150,104 5,515,173

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,228 －

評価・換算差額等合計 5,228 －

少数株主持分 154 696

純資産合計 5,155,488 5,515,869

負債純資産合計 8,837,245 8,421,935
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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 723,420 1,223,472

売上原価 350,166 663,371

売上総利益 373,254 560,100

販売費及び一般管理費 454,808 787,570

営業損失（△） △81,553 △227,469

営業外収益   

受取利息 647 23,177

受取配当金 7,479 12,410

投資有価証券売却益 7,192 －

有価証券運用益 － 29,736

その他 6,074 10,671

営業外収益合計 21,393 75,996

営業外費用   

支払利息 2,114 5,508

株式管理費用 5,160 5,056

持分法による投資損失 － 10,738

その他 319 2,831

営業外費用合計 7,594 24,134

経常損失（△） △67,754 △175,607

特別利益   

固定資産売却益 2,335,461 －

賞与引当金戻入額 － 5,331

その他 123 638

特別利益合計 2,335,584 5,970

特別損失   

固定資産除却損 20,008 30

減損損失 4,706 10,928

退職給付制度終了損 － 23,370

店舗閉鎖損失 － 16,121

その他 1,323 －

特別損失合計 26,038 50,452

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（△）

2,241,791 △220,090

法人税、住民税及び事業税 963,758 5,715

法人税等調整額 △41,522 31,303

法人税等合計 922,235 37,018

少数株主損失（△） － △541

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,319,555 △256,567
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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（△）

2,241,791 △220,090

減価償却費 19,382 38,727

減損損失 4,706 10,928

有形固定資産売却損益（△は益） △2,335,461 －

固定資産除却損 20,008 30

のれん償却額 22,049 －

負ののれん償却額 － △893

投資有価証券売却損益（△は益） △7,192 －

有価証券運用損益（△は益） － △29,736

店舗閉鎖損失 1,323 16,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 593 3,127

持分法による投資損益（△は益） － 10,738

社債発行費償却 － 669

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,217 △25,573

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,851 △13,912

受取利息及び受取配当金 △8,130 △35,588

支払利息 2,114 5,508

売上債権の増減額（△は増加） 732 137,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,522 19,571

差入保証金の増減額（△は増加） △6,000 △122,789

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,530 110,856

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,590 2,669

破産更生債権等の増減額（△は増加） 127 △893

仕入債務の増減額（△は減少） △4,375 △199,890

未払金の増減額（△は減少） 106,123 64,559

未払費用の増減額（△は減少） 4,902 △2,105

預り保証金の増減額（△は減少） △51,366 2,945

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,047 △16,218

小計 △17,815 △243,465

利息及び配当金の受取額 5,835 25,493

利息の支払額 △2,408 △5,087

法人税等の支払額 △5,176 △237,106

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,564 △460,166
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △110,000 －

定期預金の払戻による収入 110,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,599,601 －

営業譲受による支出 △49,967 △151,000

投資有価証券の売却による収入 25,894 －

有価証券の売却による収入 － 77,888

貸付けによる支出 △450,000 △80,000

貸付金の回収による収入 450,344 56,566

有形固定資産の取得による支出 △202,565 △124,809

有形固定資産の売却による収入 2,769,334 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,280

店舗撤退に伴う支出 △1,323 △16,121

その他 － 7,953

投資活動によるキャッシュ・フロー 942,115 △230,802

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △100,020

長期借入れによる収入 － 230,000

長期借入金の返済による支出 △15,600 △89,755

社債の発行による収入 － 1,039,844

配当金の支払額 △13,213 △10,591

その他 － △2,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,813 1,067,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 893,737 376,422

現金及び現金同等物の期首残高 895,703 1,763,748

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 916

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,789,441 2,141,086
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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) 

  

 
（注） 1. 食品事業は、ラーメンを主軸に餃子その他の食材を「どさん子」等の商標のもとに展開するフラン  

    チャイズ・チェーン店に販売するFC部門、一般消費者に対しての宅配便を利用した産地直送麺（美食

      王国）を販売する直販部門、飲食店を経営する直営部門が主な事業であります。 

    2．不動産事業は、当社及び連結子会社である株式会社味の花の所有の不動産の賃貸が主な事業でありま 

   す。 

      3. コンサルティング事業は、連結子会社である株式会社MS&Consultingが行う、リサーチ業務及び外食 

   産業を中心とした経営コンサルティングに関する事業です。 

      4．事業区分の追加 

     コンサルティング事業は、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました、株式会社    

     MS&Consultingが行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。 

     なお、これによるコンサルティング事業における資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。

     その影響は、次の通りであります。 

    のれん  1,289,393千円 

  

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) 

  

 
（注） 1. 食品事業は、ラーメンを主軸に餃子その他の食材を「どさん子」等の商標のもとに展開するフラン  

    チャイズ・チェーン店に販売するFC部門、一般消費者に対しての宅配便を利用した産地直送麺（美食

     王国）を販売する直販部門、飲食店を経営する直営部門が主な事業であります。 

    2．不動産事業は、当社及び連結子会社である株式会社味の花が所有している不動産の賃貸が主な事業で

   あります。 

3. 当社グループの事業区分は、従来、「食品事業」、「不動産事業」、「コンサルティング事業」に分

類しておりましたが、前連結会計年度において、「コンサルティング事業」を構成していた株式会社

MS＆Consultingの全株式を売却し、連結の範囲から除外いたしました。そのため、当第１四半期連結

会計期間からコンサルティング事業がなくなりました。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

食品事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

コンサルティング 

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

554,902 63,359 105,159 723,420 ― 723,420

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 554,902 63,359 105,159 723,420 ― 723,420

営業利益又は営業損失
(△)

△54,347 36,865 △18,129 △35,612 △45,941 △ 81,553

食品事業 
(千円)

不動産事業
(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

1,174,801 48,670 1,223,472 ― 1,223,472

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 200 200 △200 ―

計 1,174,801 48,870 1,223,672 △200 1,223,472

営業利益又は営業損失
(△)

△159,075 23,151 △135,924 △91,545 △227,469
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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) 

当社及び連結子会社の本店又は主たる事務所は、いずれも本国に所在しているため記載を省略しており

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) 

当社及び連結子会社の本店又は主たる事務所は、いずれも本国に所在しているため記載を省略しており

ます。  

   
  

  

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) 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 
  

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) 

    海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

   該当事項はありません。  

  

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 14,860,000

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,049,367

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 20,715 1.5 平成21年3月31日 平成21年6月30日
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