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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 42,626 △1.3 2,080 ― 1,884 ― 838 ―

21年3月期第3四半期 43,178 ― 153 ― △53 ― △2,159 ―

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3四半期 56.54 ―

21年3月期第3四半期 △147.10 ―

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3四半期 29,045 12,415 42.3 764.87
21年3月期 27,720 9,976 35.6 672.91

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,297百万円 21年3月期  9,877百万円

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  有  
 

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

21年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
22年3月期 ― 12.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 27.00

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 57,700 △1.2 2,550 184.6 2,340 285.6 1,140 ― 75.30
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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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、1株当たり当期純利益につきましては、平成21年12月２日に実施いたしました新株発行に伴い発行済株式数が変動したため修正しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 16,080,000株 21年3月期  14,680,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,470株 21年3月期  1,470株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 14,831,257株 21年3月期第3四半期 14,678,600株
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                                          （単位：百万円）  

  
  当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、緩やかな回復基調が続いたものの、内外の経済対策による押し上げ

効果が主因であり、二番底も懸念されるなど景気は力強さを欠き、先行き不透明な状態で推移しました。 

   当第３四半期連結累計期間における業績は、既に撤退を決定している開発事業における販売戸数の減少が影響

し、全体の売上高は42,626百万円（前年同期比1.3％減）となりました。しかし利益面につきましては、開発事業の

完成在庫に対する評価損計上という前年同期のような特殊要因はなく、主力であるマンション管理事業における収

益性の向上や営繕工事業における堅調な工事受注が寄与し、営業利益2,080百万円（前年同期は153百万円の営業利

益）、経常利益1,884百万円（前年同期は53百万円の経常損失）、四半期純利益838百万円（前年同期は2,159百万円

の四半期純損失）とそれぞれ前年同期を上回りました。 

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。                    （単位：百万円）  

                                    

①マンション管理事業 

 マンション管理事業につきましては、新築マンションの供給戸数は依然として低水準で推移しておりますが、株

式会社リロ・ホールディングとの提携により付加価値を高め、既存マンションへの営業に注力した結果、当第３四

半期連結累計期間につきましてもストックを伸長させることができました。 

 この結果、売上高は23,551百万円（前年同期比2.3％増）となりました。営業利益は現業員を中心に定着率が向

上したことや全社的な原価抑制の効果により、2,235百万円（前年同期比23.1％増）となりました。 

②ビル管理事業 

 ビル管理事業につきましては、新規受託物件が売上高に寄与したものの、委託料の減額要請やオーナー変更に伴

う解約が依然として続いており、厳しい事業環境で推移しました。 

 この結果、売上高は3,059百万円（前年同期比7.4％減）、営業利益は155百万円（前年同期比10.7％減）となり

ました。 

③不動産管理事業 

 不動産管理事業につきましては、ビル管理事業同様オーナー変更に伴う解約は依然増加傾向にあるものの、期中

に受託・稼動した大型サブリース物件が売上高に寄与しました。 

 この結果、売上高は2,774百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益は363百万円（前年同期比3.9％増）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

  当第３四半期 前年同四半期 前期比 

売上高       42,626  43,178   △1.3％ 

営業利益       2,080  153   － 

経常損益       1,884  △53   － 

四半期純損益       838  △2,159   － 

  売上高 営業利益 

  当第３四半期 前年同四半期 前期比 当第３四半期 前年同四半期 前期比

マンション管理事業    23,551  23,021 ％ 2.3  2,235     1,816 ％ 23.1

ビル管理事業      3,059       3,303 ％ △7.4  155  174 ％ △10.7

不動産管理事業     2,774  2,551 ％ 8.7  363  349 ％ 3.9

営繕工事業     11,853  10,954 ％ 8.2  862  760 ％ 13.4

開発建設事業     1,388      3,347 ％ △58.5  △86  △1,426 － 

消去又は全社 － － －     △1,449  △1,520 － 

合計     42,626  43,178 ％ △1.3       2,080  153 － 
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④営繕工事業 

 営繕工事業につきましては、建物長命化の視点に立ったきめ細やかな計画修繕のサポートにより、春季に引き続

き、秋季も大規模修繕工事の受注が順調に推移しました。 

 この結果、売上高は11,853百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益は862百万円（前年同期比13.4％増）となり

ました。 

⑤開発建設事業 

 開発建設事業につきましては、今年度中に撤退を完了すべく、残る首都圏の在庫不動産の早期売却に注力してお

り、すでに完売の目途が立っております。 

 販売及び引渡しとなる物件の減少並びに販売価格の下落の影響により、売上高は1,388百万円（前年同期比

58.5％減）、営業損失は86百万円（前年同期は営業損失1,426百万円）となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況                            （単位：百万円） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比1,324百万円増加の29,045百万円となりました。この

主な要因は、現金及び預金の増加2,354百万円、売掛金の増加1,057百万円、たな卸資産の減少846百万円、繰延税金

資産の減少759百万円等であります。負債につきましては、有利子負債の減少1,197百万円等により、前連結会計年度

末比1,114百万円減少の16,629百万円となりました。純資産は、増資により資本金963百万円、資本準備金963百万円

の増加等により前連結会計年度末比2,439百万円増加の12,415百万円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況                                （単位：百万円） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,830百万円となり、前連結会計年度末と比較

して2,122百万円増加となりました。 

 当第３四半期連結累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・フローは、2,207百万円の収入（前年同四半期は2,147百万円の使用）となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,763百万円、たな卸資産の減少848百万円、売上債権の増加1,055百

万円等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、461百万円の使用（前年同四半期は99百万円の使用）となりました。主な

要因は、無形固定資産取得による支出127百万円、定期預金の預入による支出384百万円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、368百万円の収入（前年同四半期は1,008百万円の使用）となりました。主

な要因は、株式の発行による収入1,927百万円、借入金の純減額1,197百万円等によるものであります。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

   当第３四半期末 平成21年３月期 増減 

  総   資   産       29,045  27,720  1,324

  総   負   債      16,629  17,744  △1,114

  純   資   産       12,415  9,976  2,439

  うち自 己 資 本  12,297  9,877  2,420

  期末有利子負債  7,836  9,034  △1,197

  自己資本比率（％）  42.3  35.6  6.7

  １株当たり純資産(円）  764.87  672.91  91.96

   当第３四半期 前年同四半期 増減 

  営業活動によるキャッシュ・フロー       2,207  △2,147  4,355

  投資活動によるキャッシュ・フロー       △461  △99  △362

  財務活動によるキャッシュ・フロー       368  △1,008  1,376

 現金及び現金同等物の増減額(減少：△）        2,122  △3,326  5,448

 現金及び現金同等物の期首残高       5,708  7,354  △1,645

 現金及び現金同等物の期末残高       7,830  4,027  3,803
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更ございません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 当社及び国内連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報）  

役員退職慰労金制度の廃止  

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく要支給額を計上しておりますが、平成

21年5月13日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって、役員退

職慰労金制度を廃止することを決議しております。これに伴い、当該株主総会終結時以降に発生する引当金の

繰入はありません。 

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,941 6,586

受取手形及び売掛金 4,138 3,082

販売用不動産 845 1,420

仕掛販売用不動産 － 853

未成工事支出金 936 348

貯蔵品 47 51

繰延税金資産 613 1,346

その他 511 941

貸倒引当金 △45 △56

流動資産合計 15,987 14,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,666 2,768

機械装置及び運搬具（純額） 15 7

工具、器具及び備品（純額） 173 187

土地 6,926 7,053

建設仮勘定 1 1

有形固定資産合計 9,782 10,016

無形固定資産   

のれん 15 62

その他 400 303

無形固定資産合計 416 366

投資その他の資産   

投資有価証券 63 66

長期貸付金 7 4

差入保証金 1,048 1,017

繰延税金資産 1,083 1,109

その他 839 799

貸倒引当金 △184 △236

投資その他の資産合計 2,858 2,761

固定資産合計 13,057 13,144

資産合計 29,045 27,720
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,289 2,409

短期借入金 2,668 3,650

1年内返済予定の長期借入金 1,235 1,339

未払法人税等 73 －

賞与引当金 603 1,086

役員賞与引当金 7 －

事業撤退損失引当金 － 131

役員退職慰労引当金 － 384

その他 4,231 3,212

流動負債合計 11,108 12,213

固定負債   

長期借入金 3,933 4,045

退職給付引当金 1,025 959

役員退職慰労引当金 168 170

その他 393 355

固定負債合計 5,521 5,530

負債合計 16,629 17,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,492 1,529

資本剰余金 2,293 1,329

利益剰余金 7,664 7,178

自己株式 △1 △1

株主資本合計 12,450 10,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △1

為替換算調整勘定 △151 △157

評価・換算差額等合計 △152 △158

少数株主持分 117 98

純資産合計 12,415 9,976

負債純資産合計 29,045 27,720
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 43,178 42,626

売上原価 33,907 31,541

売上総利益 9,270 11,085

販売費及び一般管理費 9,117 9,005

営業利益 153 2,080

営業外収益   

受取利息 11 2

受取配当金 1 1

還付加算金 － 11

その他 27 25

営業外収益合計 40 41

営業外費用   

支払利息 145 133

貸倒引当金繰入額 27 5

株式交付費 － 32

その他 74 66

営業外費用合計 247 237

経常利益又は経常損失（△） △53 1,884

特別利益   

固定資産売却益 4 －

投資有価証券売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 2 9

受取和解金 － 25

特別利益合計 6 37

特別損失   

固定資産売却損 － 72

固定資産除却損 22 1

訴訟和解金 － 84

投資有価証券評価損 63 －

会員権評価損 3 －

減損損失 9 －

退職給付費用 70 －

割増退職金 45 －

株式公開買付対応費用 479 －

事業撤退損 229 －

事業撤退損失引当金繰入額 1,059 －

特別損失合計 1,984 158

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（△）

△2,031 1,763

法人税等 102 893

少数株主利益 25 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,159 838
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,031 1,763

減価償却費 206 190

減損損失 9 －

株式公開買付対応費用 479 －

割増退職金 45 －

固定資産除売却損益（△は益） 19 74

投資有価証券評価損益（△は益） 63 0

訴訟和解金 － 84

受取和解金 － △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △480 △483

退職給付引当金の増減額（△は減少） 294 66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 △387

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35 7

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） 1,059 △131

受取利息及び受取配当金 △12 △3

支払利息 145 133

売上債権の増減額（△は増加） △880 △1,055

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,325 848

仕入債務の増減額（△は減少） △2,673 △120

未払消費税等の増減額（△は減少） 117 48

前受金の増減額（△は減少） 29 △0

未成工事受入金の増減額（△は減少） － 558

その他 397 617

小計 135 2,174

利息及び配当金の受取額 12 3

利息の支払額 △154 △114

株式公開買付の対応に伴う支払額 △490 △3

割増退職金の支払額 △45 －

訴訟和解金の支払額 － △84

法人税等の還付額 16 396

法人税等の支払額 △1,620 △164

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,147 2,207
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △41 △384

定期預金の払戻による収入 39 36

有形固定資産の取得による支出 △68 △50

有形固定資産の売却による収入 29 58

無形固定資産の取得による支出 △59 △127

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 － 9

その他 2 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △99 △461

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） 2,478 △982

長期借入れによる収入 690 700

長期借入金の返済による支出 △3,816 △915

株式の発行による収入 － 1,927

配当金の支払額 △328 △346

少数株主への配当金の支払額 △19 △14

その他 △11 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,008 368

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,326 2,122

現金及び現金同等物の期首残高 7,354 5,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,027 7,830
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各区分の主な内容 

（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〕

  
マンション
管理事業 

ビ  ル 
管理事業 

不 動 産
管理事業 営繕工事業

開発建設
事  業 計

消去又は 
全  社  連 結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 23,021  3,303  2,551  10,954  3,347  43,178  －  43,178

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  15  277  6  －  300  (300)  －

計  23,021  3,319  2,829  10,961  3,347  43,478  (300)  43,178

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,816  174  349  760  △1,426  1,674  (1,520)  153

  
マンション
管理事業  

ビ  ル 
管理事業 

不 動 産
管理事業 

営繕工事業
開発建設
事  業 

計
消去又は 
全  社 

連 結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 23,551  3,059  2,774  11,853  1,388  42,626  －  42,626

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  250  4  －  254  (254)  －

計  23,551  3,059  3,025  11,857  1,388  42,881  (254)  42,626

営業利益又は 

営業損失（△） 
 2,235  155  363  862  △86  3,530  (1,449)  2,080

（1）マンション管理事業・・ 

  

分譲マンションの管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合
の決算・運営補助業務等マンションの総合的管理業務 

（2）ビル管理事業・・・・・ 

  

ビルの環境衛生清掃・保安警備・受付・設備管理・保全の各業務及びビル
の総合的管理業務 

（3）不動産管理事業・・・・ 

  

オーナー所有物件の賃貸管理代行及びサブリース等の賃貸管理代行業務、
不動産の売買・仲介業務 

（4）営繕工事業・・・・・・ 

  

マンション共用部分の建物・設備営繕工事、外壁塗装工事等の大規模修繕
工事、専有部分のリフォーム工事等 

（5）開発建設事業・・・・・ 

  

投資用マンション・ファミリーマンション・等価交換方式による複合マン
ションの開発・建設 
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、事業活動の独自性を考慮し、主として国別に区分しております。 

２．その他の地域の内訳は次のとおりであります。 

その他の地域・・・・中国、フィリピン 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、事業活動の独自性を考慮し、主として国別に区分しております。 

２．その他の地域の内訳は次のとおりであります。 

  その他の地域・・・・中国、フィリピン 

３．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
台湾

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  39,140  3,549  488  43,178  －  43,178

(2）
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  39,140  3,549  488  43,178  －  43,178

 営業利益  1,501  110  64  1,676 (1,523)  153

  
日本 

（百万円） 
台湾

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  38,856  3,259  510  42,626  －  42,626

(2）
セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  38,856  3,259  510  42,626  －  42,626

 営業利益  3,365  102  75  3,542  (1,462)  2,080

〔海外売上高〕

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,549  488  4,038

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  43,178

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 8.2  1.1  9.4

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,259  510  3,769

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  42,626

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 7.6  1.2  8.8
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①平成21年６月26日開催の第45期定時株主総会において、会社法第452条に基づき、その他の剰余金の処分に関

する事項が承認され、繰越利益剰余金の欠損を補填するため別途積立金700百万円を繰越利益剰余金に振替え

ております。  

②当社は、平成21年12月２日付で、株式会社リロ・ホールディングから第三者割当増資の払込みを受けました。

この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ963百万円増加し、当第３四

半期連結会計期間末において資本金が2,492百万円、資本準備金が2,293百万円となっております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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