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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 1,414 △26.9 △498 ― △467 ― △538 ―

20年12月期第3四半期 1,935 3.1 141 △64.9 215 △54.2 △622 ―

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12月期第3四半期 △126.45 ―

20年12月期第3四半期 △147.66 ―

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12月期第3四半期 5,347 2,404 43.2 542.02
20年12月期 6,273 2,997 46.1 703.59

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,308百万円 20年12月期  2,893百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 2,052 △13.4 △729 ― △698 ― △766 ― △179.82
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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） 

（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。 

(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 

業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、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
績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは大き
く異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく景気、不動産市況、金利、為
替動向等の社会・経済動向の変化が含まれます。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 4,268,000株 20年12月期  4,268,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  8,100株 20年12月期  8,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 4,259,900株 20年12月期第3四半期 4,217,276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、世界景気の持ち直しや景気対策の効果が徐々に現れてきて

いるものの、企業収益の大幅な悪化から設備投資の減少が続いており、企業部門は依然として厳しい状況となって

います。また、今後も雇用・所得環境について予断を許さない状況で、景気の本格的な回復にはまだ時間がかかる

と思われます。 

本年１月～９月の新設住宅着工戸数は、約58万３千戸と前年比30.1％減となりました。９月の新設住宅着工戸数

は、持家、貸家、分譲住宅ともに減少し、全体でも10カ月連続の減少（前年同月比37.0％減）になるなど、厳しい

状況が続いております。 

このような環境下、当第３四半期連結会計期間において当社グループは、特定労働者派遣事業の業務を開始いた

しました。 

これは、昨年来の経済環境の急激な変化による不動産取引市場の落ち込みに対応するため、これまでの登記サー

ビス業務にかかる出向業務を派遣業務に変更したものであります。 

この変更により、従来のような書類作成等の登記報酬を按分計上するのではなく、派遣料収入に対するコスト

（派遣労働者の人件費）プラス利益（派遣利益）という安定的な収益獲得へと転換を図り、新しい体制のもとで、

当社並びに司法書士法人、土地家屋調査士法人の採算性を改善し、当社での派遣料収入という安定収益の確保が期

待できると判断したものであります。 

連結の売上高につきましては、派遣事業は夏季休暇、シルバーウィーク等により派遣日数が少なく、計画に対し

未達となり、登記関連サービス事業、その他の事業も同様の結果となりました。一方、サービサー事業は、バルク

の大口債権回収、バックアップサービサーの回収受託が堅調に推移いたしました。 

販売費及び一般管理費は、バルク債権残高に対する貸倒引当金繰入額が618百万円となり、営業利益が昨年実績

を下回る要因となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が1,414百万円（前年同期比26.9％減）となり、営業利

益は△498百万円（前年同期は141百万円）、経常利益は△467百万円（前年同期は215百万円）、四半期純利益は

△538百万円（前年同期は△622百万円）となりました。 

事業別の業績は次のとおりであります。 

①サービサー事業 

サービサー業務においては、バルク債権の大口回収(想定回収期限を大幅に短縮された回収）及びバックアッ

プサービサーの大口回収受託の手数料により、売上高は821百万円となりました。 

②派遣事業 

当第３四半期連結会計期間より、登記サービス業務にかかる出向業務を「特定労働者派遣事業」に切替え、従

来のような書類作成業務等の登記報酬を按分するのではなく、派遣料収入に対するコスト（派遣労働者の人件

費）プラス利益（派遣利益）という安定的な収益獲得へと転換を図りました。 

夏季休暇や祝日日数により派遣日数が少ないなど季節要因はあったものの、売上高は211百万円となりまし

た。 

③登記関連サービス事業 

登記関連サービス事業の売上高は323百万円となりました。測量サービス業務、コンサルティング業務は引続

き大型案件がなく売上高は合計で122百万円と低調でした。 

なお、登記サービス業務は、第２四半期連結累計期間において売上高は201百万円となっております。 

④その他の事業 

エスクロー信託業務は、開業後３年目を迎え大口案件はないものの取扱信託商品の追加等により顧客も多様化

し、引き合いは、着実に増加してきております。顧客ニーズを捉えた商品設計についても評価をいただき度々マ

スコミに取上げられるケースもあります。特に管理会社の倒産リスク回避の家賃管理信託、ハウスビルダーの倒

産リスク回避の工事代金信託の取扱いも開始いたしました。その他業務については、低調に推移し売上高は57百

万円となりました。 

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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（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産5,347百万円（前連結会計年度末に比べ925百万円

減）、株主資本2,295百万円（同581百万円減）となりました。 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は3,276百万円（前連結会計年度末に比べ901百万円減）となり

ました。 

これは主に、未収入金149百万円の増加、短期貸付金118百万円の減少、貸倒引当金618百万円の増加、現金及び

預金173百万円の減少によるものであります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は2,071百万円（前連結会計年度末に比べ24百万円減）となり

ました。 

これは主に、投資不動産40百万円の増加、投資有価証券43百万円の減少、長期性預金10百万円の減少によるも

のであります。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は2,301百万円（前連結会計年度末に比べ346百万円減）となり

ました。 

これは主に、短期借入金635百万円の減少、前受金34百万円の減少、預り金368百万円の増加等によるものであ

ります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は642百万円（前連結会計年度末に比べ13百万円増）となりま

した。 

これは主に、退職給付引当金8百万円の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は2,404百万円（前連結会計年度末に比べ593百万円減）となりま

した。 

これは主に、四半期純損失538百万円の計上、配当金の支払42百万円等により利益剰余金581百万円が減少した

ことによるものであります。  

（２）キャッシュ・フローの状況                     

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により340百

万円、投資活動により90百万円の資金を得て、財務活動により283百万円の資金を支出した結果、当第３四半期

連結会計期間末には1,202百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

営業活動の結果得られた資金は、340百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益47百万円、買取債権回収益253百万円、買取債権の回収による収入534

百万円、貸倒引当金の増加額120百万円があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、90百万円となりました。 

これは主に、短期貸付金の回収による収入75百万円、投資事業組合出資金の返還による収入18百万円があったこ

と等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、283百万円となりました。 

これは主に、短期借入れによる収入800百万円、短期借入金の返済による支出1,080百万円があったこと等によ

るものです。    

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年８月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

該当事項はありません。 

   

一部簡便的な方法を採用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。   

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準  

 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 たな卸資産に関する会計基準 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、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）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。  

 この変更による影響はありません。 

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
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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９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,301,887 1,475,878 

売掛金 114,979 207,932 

買取債権 2,610,734 2,603,338 

仕掛品 28,104 28,362 

繰延税金資産 25,133 13,998 

短期貸付金 37,500 156,000 

未収入金 382,218 232,257 

その他 31,965 98,021 

貸倒引当金 △1,256,365 △638,264 

流動資産合計 3,276,157 4,177,525 

固定資産   

有形固定資産 69,430 78,892 

無形固定資産 821 821 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,621,306 1,664,675 

繰延税金資産 47,402 42,748 

差入保証金・敷金 204,827 208,730 

その他 127,951 100,472 

投資その他の資産合計 2,001,488 2,016,626 

固定資産合計 2,071,740 2,096,340 

資産合計 5,347,897 6,273,866 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,337 13,154 

短期借入金 1,760,000 2,395,000 

未払法人税等 11,991 5,898 

賞与引当金 19,540 12,340 

その他 504,304 220,801 

流動負債合計 2,301,173 2,647,193 

固定負債   

退職給付引当金 144,805 136,491 

役員退職慰労引当金 448,089 443,264 

預り保証金 49,693 49,693 

固定負債合計 642,587 629,448 

負債合計 2,943,760 3,276,642 
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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９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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,084,500 1,084,500 

資本剰余金 934,631 934,631 

利益剰余金 279,415 860,666 

自己株式 △3,070 △3,070 

株主資本合計 2,295,476 2,876,727 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,476 17,209 

評価・換算差額等合計 13,476 17,209 

少数株主持分 95,184 103,287 

純資産合計 2,404,136 2,997,223 

負債純資産合計 5,347,897 6,273,866 
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（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,414,978

売上原価 860,826

売上総利益 554,151

販売費及び一般管理費 1,052,281

営業損失（△） △498,129

営業外収益  

家賃収入 3,673

受取事務代行収入 38,405

投資事業組合利益 6,141

持分法による投資利益 15,289

その他 19,693

営業外収益合計 83,202

営業外費用  

支払利息 30,432

家賃原価 1,897

融資手数料 5,546

投資事業組合損失 13,487

その他 1,334

営業外費用合計 52,698

経常損失（△） △467,625

特別利益  

固定資産売却益 3,277

特別利益合計 3,277

特別損失  

投資有価証券評価損 5,207

特別損失合計 5,207

税金等調整前四半期純損失（△） △469,554

法人税、住民税及び事業税 86,815

法人税等調整額 △14,498

法人税等合計 72,316

少数株主損失（△） △3,220

四半期純損失（△） △538,651
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 673,979

売上原価 391,843

売上総利益 282,135

販売費及び一般管理費 246,808

営業利益 35,327

営業外収益  

家賃収入 1,477

投資事業組合利益 1,184

持分法による投資利益 13,246

その他 7,082

営業外収益合計 22,989

営業外費用  

支払利息 7,874

家賃原価 635

融資手数料 1,887

投資事業組合損失 3,433

営業外費用合計 13,831

経常利益 44,485

特別利益  

固定資産売却益 3,277

投資有価証券評価損戻入額 4,947

特別利益合計 8,225

特別損失  

投資有価証券評価損 5,207

特別損失合計 5,207

税金等調整前四半期純利益 47,503

法人税、住民税及び事業税 82,652

法人税等調整額 △3,650

法人税等合計 79,002

少数株主損失（△） △497

四半期純損失（△） △31,000
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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21年１月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △469,554

減価償却費 10,623

買取債権回収益 △523,036

投資有価証券評価損益（△は益） 5,207

貸倒引当金の増減額（△は減少） 618,101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,824

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,314

支払利息 30,432

売上債権の増減額（△は増加） 92,953

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,681

未収入金の増減額（△は増加） △164,932

仕入債務の増減額（△は減少） △7,817

未払金の増減額（△は減少） △17,258

前受金の増減額（△は減少） △34,748

預り金の増減額（△は減少） 368,181

買取債権の購入による支出 △844,545

買取債権の回収による収入 1,360,185

その他 △14,101

小計 475,511

利息及び配当金の受取額 14,592

利息の支払額 △24,102

法人税等の支払額 △120,156

法人税等の還付額 11,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,595

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 △15,000

有形固定資産の取得による支出 △11,377

有形固定資産の売却による収入 14,680

投資有価証券の取得による支出 △3,500

短期貸付けによる支出 △6,500

短期貸付金の回収による収入 125,000

投資事業組合出資金の返還による収入 69,707

投資不動産の取得による支出 △40,000

その他 1,427

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,437

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,010,000

短期借入金の返済による支出 △3,645,000

配当金の支払額 △42,712

子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによ
る支出

△12,935

財務活動によるキャッシュ・フロー △690,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,400,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,202,111
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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。 

  

当社グループは、登記関連サービスを事業内容とする単一セグメントであるため、第２四半期連結累計期間ま

で、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、2009年７月１日から、登記サービス業務にか

かる出向業務及び書類作成業務を「特定労働者派遣事業」に切り替え、司法書士法人等に対する派遣事業を開始

したことに伴い、事業活動の関連性を見直した結果、当第３四半期連結会計期間より「登記関連サービス事業」

「サービサー事業」「派遣事業」「その他の事業」に区分して事業の種類別セグメント情報の開示を行うことと

しました。 

司法書士法人等に対する派遣事業の開始により、従来登記関連サービス事業に属していた登記サービス業務は

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの業務ではなくなったため、当第３四半期連結会計期間の登

記関連サービス事業は、測量サービス業務及びコンサルティング業務のみの記載となっております。 

また、従来登記関連サービス事業に属していたサービサー業務は、デューデリジェンス業務の大幅な減少によ

り、サービサー事業に区分を変更しております。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

（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〕

（注）１．事業区分は、サービス等の種類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 

（1） サービサー事業・・・・・債権の管理回収業務、企業再生コンサル業務 

（2） 派遣事業・・・・・司法書士法人等への特定労働者派遣業務 

（3） 登記関連サービス事業・・・・・測量サービス業務、コンサルティング業務 

（4） その他の事業・・・・・エスクロー信託業務、仲介、鑑定業務 

  
サービサー

事業 
（千円） 

派遣事業
（千円） 

登記関連サ
ービス事業
（千円） 

その他の事
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  401,574  211,809  33,198  27,397  673,979  －  673,979

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  760  760 ( )760  －

  計  401,574  211,809  33,198  28,157  674,739  ( )760  673,979

 営業利益  179,751  10,299 ( )26,026 ( )8,749  155,275 ( )119,948  35,327

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  
サービサー

事業 
（千円） 

派遣事業
（千円） 

登記関連サ
ービス事業
（千円） 

その他の事
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  821,756  211,809  323,911  57,501  1,414,978  －  1,414,978

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  2,295  2,295 ( )2,295  －

  計  821,756  211,809  323,911  59,796  1,417,273  ( )2,295  1,414,978

 営業利益 ( )79,340  10,299  20,094 ( )39,890 ( )88,836 ( )409,292 ( )498,129

（注）１．事業区分は、サービス等の種類の類似性を考慮して区分しております。 
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

当社グループは、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ありませんので、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21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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。 

  

２．各区分に属する主要な事業 

（1） サービサー事業・・・・・債権の管理回収業務、企業再生コンサル業務 

（2） 派遣事業・・・・・司法書士法人等への特定労働者派遣業務 

（3） 登記関連サービス事業・・・・・登記サービス業務、測量サービス業務、コンサルティング業務 

（4） その他の事業・・・・・エスクロー信託業務、仲介、鑑定業務 

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,935,084

Ⅱ 売上原価  895,849

売上総利益  1,039,235

Ⅲ 販売費及び一般管理費  897,308

営業利益  141,927

Ⅳ 営業外収益  106,978

受取事務代行収入  91,201

家賃収入  3,188

投資事業組合利益  716

その他  11,871

Ⅴ 営業外費用  33,747

支払利息  15,480

家賃原価  2,111

投資事業組合損失  4,242

持分法による投資損失  11,913

経常利益  215,158

Ⅵ 特別損失   423,392

固定資産除却損  119

役員退職慰労引当金繰入額  423,272

税金等調整前四半期純損失（△） △208,233

税金費用  415,648

少数株主損失（△）  △1,156

四半期純損失（△） △622,724
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前第3四半期純
損失（△） 

△208,233

買取債権回収益 △861,291

貸倒引当金の増加額  439,643

役員退職慰労引当金の増加
額  438,266

買取債権の購入による支出 △1,130,858

買取債権の回収による収入  2,033,931

その他   100,225

小計  811,683

利息及び配当金の受取額  4,123

利息の支払額 △14,483

法人税等の支払額 △466,173

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  335,150

Ⅱ 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 

△10,767

投資事業組合出資金の払込
による支出 

△210,000

投資事業組合出資金の返還
による収入  149,126

その他 △35,555

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△107,196

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入れによる収入  2,890,000

短期借入金の返済による支
出 

△2,885,000

配当金の支払額 △84,552

自己株式売却による収入  153,927

自己株式購入による支出 △126,064

その他 △51,824

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△103,512
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  124,441

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,168,256

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  1,292,697
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