
平成21年12月期 第3四半期決算短信 

平成21年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 カッシーナ・イクスシー 上場取引所 JQ 
コード番号 2777 URL http://www.cassina-ixc.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋克典

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 小林要介 TEL 03-5725-4171
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

配当支払開始予定日 ―

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 4,649 ― △290 ― △225 ― △439 ―

20年12月期第3四半期 6,174 △20.2 △194 ― △184 ― △351 ―

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 △1,101.04 ―

20年12月期第3四半期 △859.61 ―

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 7,365 3,372 45.8 8,441.04
20年12月期 8,345 3,774 45.2 9,448.52

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,375百万円 20年12月期  3,774百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

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  有  
 

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 6,000 △25.4 △528 ― △574 ― △960 ― △2,402.94
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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、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 

・ 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。 
・ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  業績予想の前提となる条件等については、４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。 

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12月期第3四半期 409,110株 20年12月期  409,110株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  9,600株 20年12月期  9,600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 399,510株 20年12月期第3四半期 399,510株
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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）におけるわが国経済は、
経済対策の効果などにより一部で回復の兆しがみられたものの、企業業績の不振による投資抑制の傾向が
継続しているほか、雇用不安や所得減少に対する懸念から個人消費も生活防衛意識が一段と強まっている
など、先行き不透明な状況が継続しております。 
当社グループの属する家具インテリア業界におきましても、企業の拠点統廃合や人員削減などの施策に

より特にオフィス家具の需要が減少するなか、価格競争も激しさを増しており、極めて厳しい経営環境が
継続しております。 
こうした環境のなか、当社グループは「最高のデザイン・品質を提供する、モダン・ファニチャーのリ

ーディングカンパニーであり続ける」という基本理念にもとづき、お客様の多様なニーズにお応えしつ
つ、お客様にとって魅力ある商品の販売と、お客様の立場にたったきめ細かいサービスを提供できるよう
努めてまいりました。 
また、当社は上記のような経営環境の変化が一時的な不況によるものではなく、企業や個人における投

資、消費行動の本質的な変化ととらえ、このような環境においても適正な利益をあげられる企業体質に転
換するべく、年初より販売拠点、人員構成、ビジネスプロセスおよび取引先との契約条件の見直しなどに
注力してまいりました。しかしながら、これらの施策による固定費の削減スピードが売上の減少に追いつ
かず、当第３四半期連結累計期間での黒字転換を図ることはできませんでした。しかしながら、第１四半
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）の営業損失337百万円に比べ、第２四
半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）の営業損失が88百万円、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）は営業利益25百万円と徐々に収益力が回
復してきており、次期における黒字転換を確かなものにしてまいりたいと考えております。さらに、大阪
店及び名古屋店の店舗内装設備に対し減損損失を認識したことで、特別損失を計上いたしました。 
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4,649百万円、営業損失290百万円、経常損

失225百万円、四半期純損失439百万円となりました。 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

(家具事業) 
 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）の売上高は4,182百万円
となりました。 
(生活雑貨事業) 
 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）の売上高は391百万円と
なりました。 
(その他の事業) 
 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）の売上高は74百万円とな
りました。 
  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末（平成20年12月31日）に比べて610百万円減少して2,827百万円となりま
した。その主な要因は現金及び預金232百万円、棚卸資産180百万円がそれぞれ減少したことによるもので
あります。 
固定資産は、前連結会計年度末（平成20年12月31日）に比べて369百万円減少して4,538百万円となりま

した。その主な要因は大阪店及び名古屋店の内装設備について減損損失191百万円を計上したため有形固
定資産が減少したこと、および店舗の閉店に伴う差入保証金の戻入等による減少95百万円などによるもの
であります。 
この結果総資産は、前連結会計年度末（平成20年12月31日）に比べて、980百万円減少し7,365百万円と

なりました。 

（負債） 

負債は、前連結会計年度末（平成20年12月31日）に比べて577百万円減少して3,992百万円となりまし
た。その主な要因は長短借入金391百万円、デリバティブ債務142百万円が減少した一方、社債が100百万
円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末（平成20年12月31日）に比べて402百万円減少して3,372百万円となりまし
た。その主な要因は四半期純損失439百万円を計上したことによるものであります。 
  

【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
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（2）キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末

（平成20年12月31日）に比べ、232百万円減少し788百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と
その変動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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは58百万円の増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四
半期純損失425百万円による減少に対し、売上債権の減少に伴う増加227百万円、たな卸資産の減少に伴う
増加180百万円によって営業キャッシュ・フローが増加したことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の減少となりました。この主な要因は、長期前払費用の
取得による支出28百万円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは295百万円の減少となりました。この主な要因は、長期借入金の
約定返済521百万円、社債の償還による支出100百万円、社債の発行による収入196百万円などによるもの
であります。 
  

  

平成21年10月６日に発表いたしました「経営合理化の取り組みに関するお知らせ」記載の直営店舗の閉
店及び縮小ならびに希望退職者の募集を行いました結果、賃借建物に対する原状回復費用や希望退職者に
対する割増退職金を特別損失に計上する必要が生じたため、平成21年８月13日に発表させていただきまし
た業績予想を修正しております。 
詳細は、平成21年11月13日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して計算しております。 
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定し
ております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末決算において使用した
将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

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．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均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、主として移動平均法による原価法（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り下げの方法）により算定しております。 
 これにより、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売上総利益が6,637
千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ6,637千円増加してお
ります。 
 なお、セグメントに与える影響は、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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３．リース取引に関する会計基準の適用 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17
日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会
計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連
結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま
た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 
 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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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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 788,044 1,020,112

受取手形及び売掛金 648,875 829,153

商品及び製品 1,163,188 1,332,021

仕掛品 21,083 19,916

原材料及び貯蔵品 145,138 157,831

その他 62,110 81,678

貸倒引当金 △1,427 △3,002

流動資産合計 2,827,012 3,437,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,085,268 1,330,156

土地 942,987 942,987

その他（純額） 78,384 104,827

有形固定資産合計 2,106,641 2,377,971

無形固定資産 151,641 153,813

投資その他の資産   

投資有価証券 1,767,247 1,760,594

その他 515,759 621,800

貸倒引当金 △3,061 △6,449

投資その他の資産合計 2,279,945 2,375,945

固定資産合計 4,538,228 4,907,730

資産合計 7,365,241 8,345,442

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 399,282 421,517

短期借入金 850,000 720,000

1年内返済予定の長期借入金 560,200 660,200

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 256,397 367,255

未払法人税等 20,349 6,401

賞与引当金 34,684 59,786

事業構造改善引当金 － 40,000

デリバティブ債務 105,179 247,401

その他 232,616 199,945

流動負債合計 2,558,709 2,822,508

固定負債   

社債 500,000 400,000

長期借入金 834,400 1,256,220
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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) 

退職給付引当金 32,174 32,020

役員退職慰労引当金 65,036 57,435

その他 2,640 2,480

固定負債合計 1,434,250 1,748,155

負債合計 3,992,960 4,570,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,294 400,294

資本剰余金 440,930 440,930

利益剰余金 2,656,219 3,096,094

自己株式 △39,305 △39,305

株主資本合計 3,458,138 3,898,013

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △85,857 △123,234

評価・換算差額等合計 △85,857 △123,234

純資産合計 3,372,280 3,774,779

負債純資産合計 7,365,241 8,345,442
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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 4,649,116

売上原価 2,378,847

売上総利益 2,270,268

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 716,276

賞与引当金繰入額 4,469

退職給付費用 46,572

役員退職慰労引当金繰入額 9,888

地代家賃 727,768

その他 1,055,823

販売費及び一般管理費合計 2,560,798

営業損失（△） △290,529

営業外収益  

受取利息及び配当金 731

デリバティブ評価益 142,221

その他 41,743

営業外収益合計 184,696

営業外費用  

支払利息 37,524

持分法による投資損失 27,418

為替差損 38,238

その他 16,784

営業外費用合計 119,966

経常損失（△） △225,799

特別利益  

固定資産売却益 794

貸倒引当金戻入額 5,050

特別利益合計 5,845

特別損失  

固定資産除却損 14,164

減損損失 191,874

特別損失合計 206,039

税金等調整前四半期純損失（△） △425,993

法人税、住民税及び事業税 19,285

法人税等調整額 △5,403

法人税等合計 13,881

四半期純損失（△） △439,875
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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 1,619,877

売上原価 842,965

売上総利益 776,911

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 213,204

退職給付費用 13,993

役員退職慰労引当金繰入額 3,148

地代家賃 232,083

その他 288,823

販売費及び一般管理費合計 751,253

営業利益 25,658

営業外収益  

受取利息及び配当金 115

受取家賃 6,060

その他 7,309

営業外収益合計 13,485

営業外費用  

支払利息 15,258

持分法による投資損失 16,929

為替差損 5,906

デリバティブ評価損 35,758

その他 1,379

営業外費用合計 75,232

経常損失（△） △36,088

特別利益  

貸倒引当金戻入額 662

賞与引当金戻入額 26,986

特別利益合計 27,649

特別損失  

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純損失（△） △8,439

法人税、住民税及び事業税 11,482

法人税等調整額 △466

法人税等合計 11,016

四半期純損失（△） △19,456
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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（△） △425,993

減価償却費 149,722

減損損失 191,874

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,962

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 154

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,601

受取利息及び受取配当金 △731

支払利息 37,524

為替差損益（△は益） 51,487

デリバティブ評価損益（△は益） △142,221

持分法による投資損益（△は益） 27,418

固定資産売却損益（△は益） △794

固定資産除却損 14,164

売上債権の増減額（△は増加） 227,230

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,359

仕入債務の増減額（△は減少） △2,322

未払債務の増減額（△は減少） △37,985

その他 △170,735

小計 76,687

利息及び配当金の受取額 749

利息の支払額 △35,598

法人税等の支払額 △2,364

法人税等の還付額 18,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,345

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 △1,200

有形固定資産の取得による支出 △3,219

有形固定資産の売却による収入 1,000

無形固定資産の取得による支出 △19,503

長期前払費用の取得による支出 △28,235

保険積立金の解約による収入 12,220

その他 36,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,879
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(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) 

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） 130,000

長期借入金の返済による支出 △521,820

社債の発行による収入 196,622

社債の償還による支出 △100,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,197

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,068

現金及び現金同等物の期首残高 1,020,112

現金及び現金同等物の四半期末残高 788,044
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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） 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1)家具事業・・・・・・・輸入・国内製造家具（ソファ、チェアー、テーブル、ベッド等） 

(2)生活雑貨事業・・・・・キッチン雑貨、リネン、生活雑貨等 

(3)その他・・・・・・・・レンタルスペースの提供、カフェ運営等 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均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、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 これにより、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家具事業の営業利益は5,571

千円減少し、生活雑貨事業の営業損失は1,065千円増加しております。 

  

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） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(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】

家具事業 
(千円)

生活雑貨事業
(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

4,182,390 391,735 74,990 4,649,116 ― 4,649,116

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,182,390 391,735 74,990 4,649,116 ― 4,649,116

営業利益又は営業損失（△） 64,497 △74,239 △35,138 △44,879 （245,650） △290,529

【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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大量の希望退職者の募集 
当社グループは、平成21年10月６日開催の取締役会において、以下のとおり希望退職者の募集を行

うことを決議いたしました。 
  

①その旨及び理由 
当社グループは、需要の落ち込みによる減収幅が年初の想定を超えて推移したため、平成21年8月

13日に平成21年12月期の業績予想を修正させていただきました。平成22年12月期以降の収益基盤を確
固たるものとするため、追加の経営合理化策により収益力を強化することが不可欠であると判断し、
その施策のひとつとして、グループ２社で希望退職者を募集することにいたしました。 

  
②希望退職者募集の対象者、募集人員 
・対象者 

全社員（正社員） 
・募集人員 

25名程度（平成21年９月30日現在の社員数264名） 

  
③募集期間 

平成21年10月19日から平成21年11月６日まで 

  
④退職日 

平成21年12月31日（名古屋エリアについては、平成22年２月28日） 
  

⑤希望退職による損失の見込額 
割増退職金の支出等により特別損失が19百万円程度発生するものと見込まれます。 

  
⑥その他重要な特約等がある場合にはその内容 

優遇措置 
会社規定に基づく退職金に割増退職金を加算 

  

  

(7) 重要な後発事象
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前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

科 目
（自 平成20年１月１日

   至 平成20年９月30日）

金  額

Ⅰ 売上高 6,174,285

Ⅱ 売上原価 3,085,621

    売上総利益 3,088,664

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,282,775

    営業損失 △ 194,111

Ⅳ 営業外収益

 １． 受取利息配当金 1,546

 ２． 賃貸収入 17,460

 ３． 役員保険解約返戻金 15,366

 ４． 保険解約返戻金 24,229

 ５． その他 21,637 80,240

Ⅴ 営業外費用

 １． 支払利息 34,687

 ２． 持分法による投資損失 6,050

 ３． 為替差損 21,633

 ４． その他 7,808 70,179

    経常損失 △ 184,049

Ⅵ 特別利益

 １． 貸倒引当金戻入益 1,615

 ２． 役員退職慰労引当金戻入益 12,131

 ３． その他 37 13,784

Ⅶ 特別損失

 １． 固定資産売却損 2,710

 ２． 固定資産除却損 431

 ３． 長期前払費用償却 1,043

 ４． ゴルフ会員権売却損 800 4,985

    税金等調整前四半期純損失 △ 175,251

    税金費用 176,424

    四半期純損失 △ 351,675
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