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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 141,454 △19.5 3,090 ― 3,821 ― 2,190 ―
21年3月期第3四半期 175,763 ― 18 ― △3,299 ― △16,850 ―

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 16.07 ―
21年3月期第3四半期 △123.60 ―

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 204,214 45,338 20.8 311.31
21年3月期 208,692 42,985 19.4 296.35

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  42,434百万円 21年3月期  40,398百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用
に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

― ―

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  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 190,000 △12.3 4,000 ― 5,000 ― 4,000 ― 29.34



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） 

(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 
１．本資料に掲載している業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき合理的と判断したものであり、潜在的なリスクや
不確実性を含んでおりますので、実際の今後の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想とは異なる場合のありうることをご承知下さい。そのような
要因としては、主要市場の経済環境及び製品需要の変動、為替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更があげられます。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。 
 
２．当社は平成21年３月期に期末配当を実施しておりません。当期は業績の底入れが見込まれるものの、先行き不透明感が強く、現時点では期末配当を
行うかどうかについては未定であります。期末配当につきましては、平成22年３月期の通期業績予想を踏まえ、来年度以降の業績動向を見極めて公表す
る予定です。 
 

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3四半期 140,331,565株 21年3月期 140,331,565株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 4,022,193株 21年3月期 4,013,078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 136,314,000株 21年3月期第3四半期 136,335,849株



 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、各国の景気対策の恩恵を受け、新興国では、中国・インド等

のアジアを中心に回復に向かいつつある一方、先進諸国では、自動車販売の回復傾向が見られたものの、引き続

き消費低迷、高失業率等が継続し、先行き不透明な状況が続きました。国内におきましても、輸出や生産の回復

傾向、政府の経済対策効果による耐久財消費増があったものの、失業率は引き続き高く、厳しい経済状況が続き

ました。  

 このような状況の中、当社はグループ一丸となって「抜本的構造改革」、「事業競争力強化」の活動にスピー

ドをもって取り組んだ結果、第３四半期連結会計期間では前年同期に比べ、増収・増益を実現することができま

した。  

 また、当第３四半期連結累計期間では、売上高は、第１～第２四半期連結会計期間における欧米を中心とした

自動車市場の縮小、流通システムにおける顧客の投資抑制継続の影響を受け、前年同期と比べ減収となりました

が、利益面では、経営体質強化及び成長のための活動の成果により、大幅な増益を実現することができました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は141,454百万円（前年同期比19.5％減）、営業利益は

3,090百万円（前年営業利益18百万円）、経常利益は3,821百万円（前年経常損失3,299百万円）、四半期純利益は

2,190百万円（前年純損失16,850百万円）となりました。 
  
当第３四半期連結累計期間の事業別セグメントの概況は次のとおりです。 

【自動車機器事業】 

中国・インド等の新興国の市場拡大や、主力である欧州市場での販売増により、第３四半期連結会計期間は増

収となったものの、世界同時不況の影響による第１～第２四半期連結会計期間での影響が大きく、当連結累計期

間については、前年同期に比べ減収となりました。 

利益面では、「抜本的構造改革」の成果はありましたが、減収の影響を受け、前年同期に比べ減益となりまし

た。  

その結果、売上高は92,778百万円（前年同期比23.0％減）、営業利益は4,502百万円（前年同期比30.2％減）と

なりました。 

【流通システム事業】 

店舗システム事業においては、環境対応商品による積極的な拡販施策を実施してきましたが、引き続き厳しい

市場環境が継続し、前年同期に比べ減収となりました。 

ベンディングシステム事業においては、国内市場で、フードサービスビジネスへの参入等の領域拡大を積極的

に展開してまいりましたが、主要顧客の投資抑制影響を受け、前年同期に比べ減収となりました。 

利益面では、全社的取り組みである「抜本的構造改革」の成果により、前年同期に比べ大幅な増益となりまし

た。  

その結果、売上高は43,085百万円（前年同期比12.3％減）、営業利益は1,029百万円（前年営業損失2,505百万

円）となりました。 

【その他の事業】 

住環境システム事業は、環境対応型の高効率給湯器「エコキュート」の拡販活動や暖房システムとの複合提案

を実施してきましたが、その他の事業も含め、国内の経済環境の悪化影響を受け、前年同期に比べ減収になりま

した。 

その結果、売上高は5,590百万円（前年同期比8.4％減）、営業損失は907百万円（前年営業損失1,172百万円）

となりました。 
  
 また、所在地別セグメントの概況は次のとおりです。 

【日本】 

売上高は、年初来継続する景気低迷の影響を大きく受け、自動車機器事業、流通システム事業とも前年同期に

比べ減収となりました。 

利益面では、「抜本的構造改革」の成果実現により、前年同期に比べ大幅な増益となりました。 

その結果、売上高は53,426百万円（前年同期比14.6％減）、営業利益は1,957百万円（前年営業損失1,067百万

円）となりました。  

【アジア】 

売上高は、第３四半期連結会計期間においては、中国・インドにおける自動車機器事業を中心に順調に推移

し、増収となりましたが、第１～第２四半期連結会計期間の影響が残り、当第３四半期連結累計期間では減収と

なりました。 

利益面では、労務費・経費の改善効果により、前年同期に比べ増益となりました。 

その結果、売上高は26,170百万円（前年同期比7.9％減）、営業利益は1,696百万円（前年同期比24.6％増）と
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なりました。  

【欧州】 

売上高は、自動車機器事業においては、欧州各国の自動車市場が、車両販売促進策終了後も小型車を中心に堅

調に推移したことから、第３四半期連結会計期間では増収となったものの、第１～第２四半期連結会計期間の影

響が残り、当第３四半期連結累計期間では減収となりました。また、流通システム事業においても、第３四半期

連結会計期間では増収となったものの、当第３四半期連結累計期間では減収となりました。 

利益面では、「抜本的構造改革」の成果を実現することができましたが、自動車機器事業の減収の影響を受け

ました。 

その結果、売上高は46,261百万円（前年同期比23.0％減）、営業利益は1,747百万円（前年同期比1.3％増）と

なりました。 

【北米】 

売上高は、自動車機器事業においては、市場低迷の影響が大きく、減収となりました。一方、流通システム事

業においては、成長に向けた活動の成果により第３四半期連結会計期間には増収となりましたが、第１～第２四

半期連結会計期間の影響が残り、当第３四半期連結累計期間では減収となりました。 

利益面では、「抜本的構造改革」の成果を実現することができましたが、自動車機器事業の減収の影響を受け

ました。  

その結果、売上高は15,596百万円（前年同期比36.8％減）、営業損失は675百万円（前年営業損失587百万円）

となりました。   

  

① 資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,477百万円減少し、204,214百万円

となりました。 

〔資産の部〕 

流動資産は、棚卸資産は販売規模に見合った在庫適正化推進により5,948百万円の減少となりましたが、現金及

び預金が4,266百万円、売上増加により受取手形及び売掛金が3,361百万円増加しました。その結果、流動資産

は、2,668百万円増加し、112,501百万円となりました。固定資産は、7,146百万円減少し、91,712百万円となりま

した。これは主に投資の選択と集中を推進したことにより有形固定資産が5,234百万円減少したことによるもので

す。 

〔負債の部〕   

流動負債は、支払手形及び買掛金の増加6,402百万円及び、一年内返済長期借入金の増加4,184百万円があった

一方、短期借入金の返済・社債の償還による減少17,632百万円、未払金の減少7,304百万円を主に17,011百万円減

少し、80,282百万円となりました。未払金の減少は主に前期末に計上した退職関連費用6,326百万円の支払による

ものです。固定負債は、長期借入金の増加12,385百万円の増加を主に10,180百万円増加し78,592百万円となりま

した。その結果、負債合計は6,831百万円減少し、158,875百万円となりました。 

〔純資産の部〕 

純資産合計は、当期純利益2,190百万円による利益剰余金の増加を主に2,353百万円増加し、45,338百万円とな

りました。なお、資本準備金を22,751百万円取り崩しましたが、これは利益剰余金へ充当しました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,270百万円増加し、

26,418百万円となりました。  

〔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、税金等調整前四半期純利益3,560百万円、減価償却費7,932百万円に加

え、棚卸資産適正化により6,433百万円、仕入債務の増加による6,500百万円等を主に資金を創出しましたが、売

上の回復による売上債権の増加4,246百万円や退職関連費用の支払6,326百万円等により、差引12,299百万円（前

年同期比7,893百万増）の資金を創出しました。 

〔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、有形固定資産の取得による支出6,310百万円を主に資金を使用しました

が、退職年金基金からの払い戻し1,802百万円もあり、差引3,776百万円（前年同期比6,623百万円増）の資金を使

用しました。 

〔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、長期借入21,372百万円を実行する一方、社債の償還6,329百万円、短期

借入の返済12,986百万円、長期借入の返済等を主に差引4,271百万円（前年資金調達4,540百万円）の資金を使用

しました。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 欧州を主とした自動車機器事業の販売が堅調に推移したことにより、通期業績予想（平成21年４月１日から平

成22年３月31日まで）を下記の通り修正いたします。 

  

通期連結業績予想 

  

  

 該当事項はありません。   

  

① 簡便な会計処理 

 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、第２四半期連結会計期間

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。 

② 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 

税金費用については、当第３半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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、法人税等合計に含めて表示しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
売上高 

（百万円）  

営業利益 

（百万円）  

経常利益 

（百万円）  

当期純利益 

（百万円）  

当連結会計年度 

（平成22年３月期） 
  190,000   4,000   5,000   4,000

前連結会計年度 

（平成21年３月期） 
  216,690   △6,198   △9,457   △30,838

 増減率 % △12.3 %－ % － %－

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 26,440 22,174

受取手形及び売掛金 48,282 44,920

有価証券 30 30

商品及び製品 14,396 19,532

仕掛品 6,231 5,610

原材料 5,562 7,325

その他のたな卸資産 2,640 2,310

繰延税金資産 620 693

未収入金 2,296 2,336

その他 6,874 6,095

貸倒引当金 △872 △1,196

流動資産合計 112,501 109,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,161 24,688

機械装置及び運搬具（純額） 18,031 20,061

工具、器具及び備品（純額） 2,234 2,792

土地 19,193 19,178

リース資産（純額） 4,919 5,899

建設仮勘定 1,961 2,115

有形固定資産合計 69,500 74,735

無形固定資産   

のれん 163 177

リース資産 247 261

その他 704 787

無形固定資産合計 1,115 1,225

投資その他の資産   

投資有価証券 13,690 13,811

退職金年金基金 5,894 7,576

繰延税金資産 587 396

その他 1,113 1,361

貸倒引当金 △190 △248

投資その他の資産合計 21,096 22,897

固定資産合計 91,712 98,858

資産合計 204,214 208,692
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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 32,019 25,616

短期借入金 19,802 32,434

1年内返済予定の長期借入金 11,676 7,491

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払金 3,824 11,128

リース債務 1,661 2,017

未払法人税等 845 941

繰延税金負債 155 565

賞与引当金 1,269 2,221

売上割戻引当金 508 361

アフターサービス引当金 1,249 1,329

その他 7,268 8,185

流動負債合計 80,282 97,294

固定負債   

社債 8,600 10,000

長期借入金 55,796 43,411

リース債務 2,554 3,555

繰延税金負債 1,129 438

退職給付引当金 8,629 8,461

役員退職慰労引当金 206 218

環境費用引当金 617 745

負ののれん 541 661

その他 517 918

固定負債合計 78,592 68,412

負債合計 158,875 165,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 4,453 27,205

利益剰余金 31,713 6,771

自己株式 △2,187 △2,185

株主資本合計 45,017 42,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 247 171

繰延ヘッジ損益 120 △58

為替換算調整勘定 △2,951 △2,544

評価・換算差額等合計 △2,583 △2,431

少数株主持分 2,904 2,587

純資産合計 45,338 42,985

負債純資産合計 204,214 208,692
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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 175,763 141,454

売上原価 141,956 115,084

売上総利益 33,807 26,370

販売費及び一般管理費 33,788 23,279

営業利益 18 3,090

営業外収益   

受取利息 148 57

受取配当金 127 100

為替差益 － 198

持分法による投資利益 884 1,496

その他 885 1,052

営業外収益合計 2,045 2,906

営業外費用   

支払利息 1,764 1,733

為替差損 3,107 －

その他 491 442

営業外費用合計 5,363 2,175

経常利益又は経常損失（△） △3,299 3,821

特別利益   

固定資産売却益 189 23

貸倒引当金戻入額 2 267

保険差益 － 99

その他 86 47

特別利益合計 278 437

特別損失   

固定資産処分損 160 67

投資有価証券評価損 538 88

リース会計基準適用に伴う損失 257 －

減損損失 1,574 －

訴訟関連損失 － 439

その他 98 103

特別損失合計 2,629 699

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（△）

△5,650 3,560

法人税等合計 11,058 1,028

少数株主利益 141 341

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,850 2,190
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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（△）

△5,650 3,560

減価償却費 10,898 7,932

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,215 △941

貸倒引当金の増減額（△は減少） 138 △351

受取利息及び受取配当金 △275 △158

支払利息 1,764 1,733

持分法による投資損益（△は益） △884 △1,496

投資有価証券評価損益（△は益） 538 88

減損損失 1,574 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,511 △4,246

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,694 6,433

未収入金の増減額（△は増加） 1,056 48

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,501 △956

その他の流動資産の増減額（△は増加） 485 △461

仕入債務の増減額（△は減少） △6,619 6,500

未払早期割増退職金の増減額（△は減少） － △6,326

未払金の増減額（△は減少） △1,641 257

その他 5,678 1,394

小計 7,163 13,010

利息及び配当金の受取額 644 532

利息の支払額 △1,794 △1,879

法人税等の還付額 － 1,195

法人税等の支払額 △1,606 △559

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,406 12,299

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額 60 △0

有形固定資産の取得による支出 △10,370 △6,310

有形固定資産の売却による収入 987 846

無形固定資産の取得による支出 △308 △99

関係会社株式の取得による支出 △256 －

少数株主からの関係会社株式の取得による支出 △792 －

退職金年金基金からの払戻額 － 1,802

その他 281 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,399 △3,776

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） 8,823 △12,986

長期借入れによる収入 670 21,372

長期借入金の返済による支出 △2,575 △4,695

リース債務の返済による支出 △1,965 △1,629

社債の償還による支出 － △6,329

配当金の支払額 △679 －

少数株主からの払込みによる収入 411 －

その他 △143 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,540 △4,271
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,061 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,513 4,270

現金及び現金同等物の期首残高 9,598 22,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 406 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,491 26,418
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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．各事業区分の主要製品は次のとおりであります。 

(1）自動車機器事業……カーエアコンシステム、カーエアコン用コンプレッサー及び各種自動車部品 

(2）流通システム事業…自動販売機各種、冷凍・冷蔵ショーケース各種、大型オープンショーケース各種 

(3）その他の事業………エコキュート、セントラル暖房・換気システム、車両販売 

３．金額は消費税等抜きであります。 

  

（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〕

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（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  120,510  49,151  6,102  175,763  －  175,763

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  120,510  49,151  6,102  175,763  －  175,763

営業利益又は営業損失(△)    6,452  △2,505  △1,172  2,773 (2,755)  18

  
自動車機器
事業 
（百万円） 

流通システ
ム事業 
（百万円） 

その他の事
業 
（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  92,778  43,085  5,590  141,454  －  141,454

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  92,778  43,085  5,590  141,454  －  141,454

営業利益又は営業損失(△)    4,502  1,029  △907  4,624 (1,533)  3,090
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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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：シンガポール、台湾、中国、タイ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、フィリピン等 

欧 州：フランス、イギリス、ポーランド、イタリア、ドイツ、スペイン等 

北 米：アメリカ、メキシコ等 

３．金額は消費税等抜きであります。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の株主資本の金額は、前連結会計年度末に比較して著しい変動がありませんが、

平成21年６月24日開催の第83期定期株主総会決議による欠損てん補のため資本準備金等を取り崩し、利益剰余金

へ振替えを実施しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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  62,563  28,430  60,081  24,688  175,763  －  175,763

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 54,790  2,427  2,985  2,651  62,855 (62,855)  －

  計  117,353  30,857  63,067  27,340  238,618 (62,855)  175,763

  営業利益又は営業損失（△）  △1,067  1,362  1,725  △587  1,432 (1,413)  18

  
日本 

（百万円）
アジア

（百万円）
欧州

（百万円）
北米

（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  53,426  26,170  46,261  15,596  141,454  －  141,454

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 33,032  1,839  958  931  36,761 (36,761)  －

  計  86,458  28,009  47,220  16,527  178,216 (36,761)  141,454

  営業利益又は営業損失（△）  1,957  1,696  1,747  △675  4,726 (1,635)  3,090

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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