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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,118 △16.8 △58 ― △89 ― △102 ―
21年3月期第3四半期 3,746 ― △320 ― △418 ― △679 ―

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 △0.16 ―
21年3月期第3四半期 △1.31 ―

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 1,743 904 51.8 1.24
21年3月期 1,702 683 39.8 1.21

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  903百万円 21年3月期  677百万円

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

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）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,340 △12.7 60 ― 20 ― 5 ― 0.01
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、5～6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) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 730,093,101株 21年3月期  560,093,101株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  80,129株 21年3月期  78,944株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 635,263,486株 21年3月期第3四半期 519,461,176株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。業績予想の前提となる情報につきましては、5ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

                               （単位：百万円、％） 
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間  

金額 百分比 金額 百分比 
増減率 

売上高 3,746 100.0 3,118 100.0 △16.8
売上総利益 1,713 45.7 1,531 49.1 △10.6
販売費及び一般管理費 2,034 54.3 1,589 51.0 △21.8
営業損失（△） △320 △8.6 △58 △1.9 －

経常損失（△） △418 △11.2 △89 △2.9 －

四半期純損失（△） △679 △18.1 △102 △3.3 －

 
 当第３四半期累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年 12 月 31 日）におけるわが国経済は、一部に回

復の兆しが見られるものの、アパレル市場におきましては、厳しい雇用・所得環境などから個人消費の低

迷が続き、価格競争が一段と激しさを増す中、消費者物価は緩やかに下落する状況にありました。 
 このような状況下で、「価値ある製品をお手頃価格で」を基本方針とし、お客様に支持される製品とサー

ビスの提供に注力するとともに、製造原価の低減、収益性重視の店舗運営、諸経費の削減等による利益改

善に取り組んでまいりました。さらに、当第３四半期会計期間において一層のコスト削減策を実行し、利

益体質への変革を図ってまいりました。その結果、上半期の赤字をカバーするには至らなかったものの、

第３四半期会計期間の３か月間では利益計上することができました。 
 ショップ業態につきましては、個人消費の冷え込みが続く中、売上が伸びずとも利益を創出できる体質

への変革を目指し、粗利改善に努めるとともに、エリアマネージャー体制の整備、販売員資格制度導入に

よる販売力強化等の施策を実施いたしました。売上高は、既存店ベースで前年同期比 10.6％減となり、シ

ョップ業態全体では 17.3％減の 19 億 37 百万円となりましたが、粗利率は前年同期に対し 4.2 ポイント改

善しショップ業態の利益改善に繋げることができました。 
 卸業態につきましては、国内の重点得意先との取り組み強化と海外販路の開拓に努めるとともに、残品

率の低減に取り組んでまいりました。専門店卸販売は大手専門店との取引拡大とロシアその他の海外市場

に向けた販売が開始されたことにより売上増となりましたが、ＧＭＳ卸販売につきましては、総合小売業

の衣料品販売の不調が続き売上高は減少となりました。その結果、卸業態全体の売上高は９億 34 百万円（前

年同期比 6.6％減）となりました。 
 ＮＥＴ販売につきましては、新規会員獲得や週単位のプロモーション強化に努めてまいりましたが、競

合サイトの急増、価格競争の激化など競争が多様化する中で、売上高はほぼ横ばいの１億 64 百万円（前年

同期比 0.5％減）となりました。 
 その他の業態につきましては、前第１四半期末で百貨店業態の販売が終了したことにより大幅な減少と

なり、82 百万円（前年同期比 65.6％減）となりました。 
 以上のとおり、当第３四半期累計期間における売上高は 31 億 18 百万円（前年同期比 16.8％減）となり

ました。 
第３四半期累計期間業態別売上高                       （単位：百万円、％） 
 ショップ 卸 ＮＥＴ その他 合計 

平成 22 年３月期 1,937 934 164 82 3,118
平成 21 年３月期 2,341 1,001 165 238 3,746

増減率 △17.3 △6.6 △0.5 △65.6 △16.8
 
 売上総利益につきましては、売上高の減少に伴い前年同期比 10.6％減の 15 億 31 百万円となりましたが、
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仕入原価の低減、ショップ業態における粗利改善重視の店舗運営、卸業態における残品率の低減等の施策

を実施した効果により、利益率は前年同期に対し 3.4 ポイントの改善となりました。 
 販売費及び一般管理費につきましては、期首より諸経費削減策を実施してきましたが、当第３四半期会

計期間において一層のコスト削減策として、本部人件費の削減、物流業務の全面的な外部委託による費用

の削減、事務所家賃の削減、その他業務委託の見直し等による諸経費削減等に取り組んだ結果、15 億 89
百万円（前年同期比 21.8％減）となりました。 
 以上の結果、当第３四半期累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年 12 月 31 日）における営業損失は

58 百万円（前年同期に対し２億 62 百万円改善）、経常損失は 89 百万円（前年同期に対し３億 28 百万円の

改善）、四半期純損失は１億２百万円（前年同期に対し５億 77 百万円の改善）となりました。 
なお、第３四半期会計期間（平成 21 年 10 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日）の業績は、売上高は前年同

期比 13.4％減の 1,173 百万円となったものの、売上総利益率は 3.5 ポイント改善、販売費及び一般管理費

は前年同期比 23.3％減となり、営業利益 83 百万円、経常利益 83 百万円、四半期純利益 81 百万円を計上

することができました。 
 
２．財政状態に関する定性的情報 
（１）財政状態の変動状況                  

 前事業年度末 当第３四半期末 増減 
総資産（百万円） 1,702 1,743 41
純資産（百万円） 683 904 220
自己資本比率（％） 39.8 51.8 －

１株当たり純資産（円） 1.21 1.24 0.03
借入金・社債残高（百万円） 448 235 △213
 
 総資産は 17 億 43 百万円となり、前事業年度末に比べ 41 百万円増加しました。主な変動は、たな卸資

産の増加１億 30 百万円、受取手形及び売掛金の減少 18 百万円、固定資産の減少 66 百万円であります。 
 負債は前事業年度末に比べ 1 億 79 百万円減少し、８億 39 百万円となりました。買掛金が 68 百万円増

加しましたが、短期借入金が 53 百万円減少、社債が１億 60 百万円減少しました。借入金・社債の総額は

前事業年度末に比べ２億 13 百万円減少しました。 
 純資産は前事業年度末に比べ２億 20 百万円増加し、９億４百万円となりました。四半期純損失１億２百

万円と第７回新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が各々１億 63 百万円増加したことが要因で

あります。 
 以上の結果、当第３四半期末の自己資本比率は 51.8％となりました。 
 なお、平成 21 年６月８日開催の取締役会及び平成 21 年６月 25 日開催の定時株主総会において、資本

金及び資本準備金の減少ならびに剰余金の処分を決議し、平成 21 年７月 28 日付でその効力が発生したこ

とをもって、資本金が 112 億 21 百万円、資本準備金が 16 億 11 百万円減少いたしました。これらの資本

の減少については、その全額をその他資本剰余金に計上した後、繰越欠損金を填補いたしました。なお、

前掲のとおり新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が増加したことから、当第３四半期末におけ

る資本金は８億 45 百万円、資本準備金は１億 63 百万円となっております。 
（２）キャッシュ・フローの状況 
 営業活動による資金収支は１億 13 百万円の支出（前第３四半期累計期間は 38 百万円の支出）となりま

した。税引前四半期純損失 97 百万円、減価償却費 38 百万円、売上債権の減少 18 百万円、たな卸資産の

増加１億 30 百万円、仕入債務の増加 68 百万円が主な要因です。 
 投資活動による資金収支は 5 百万円の収入（前第３四半期累計期間は６百万円の支出）となりました。

有形固定資産の取得による支出が３百万円、無形固定資産の取得による支出が２百万円、その他の投資活

㈱キムラタン　（8107）　平成22年3月期　第3四半期決算短信

－4－



動による収入が 11 百万円ありました。 
 財務活動による資金収支は１億８百万円の収入（前第３四半期累計期間は 79 百万円の支出）となりまし

た。主な内訳は、短期借入れによる収入 30 百万円、短期借入金の返済による支出 83 百万円、社債の償還

による支出１億 50 百万円、株式の発行による収入３億 11 百万円であります。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 

（単位：百万円、％） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

22 年３月期（予想） 4,340 60 20 5
21 年３月期（実績） 4,972 △436 △555 △934

増減率 △12.7 － － －

 
 今後厳しい市場環境は長期化することも予想されますが、そのような中で競争力と収益性を高めていく

ために、当社の強みを再認識し、ベビー（０才から３才児）を中心した製品開発、販売力強化への一層の

資源集中、国内外の新たな販路開拓、意思決定と実行のスピードアップに注力するとともに、当第３四半

期に実施いたしました諸経費削減等のコスト削減に継続して取り組み、全社一丸となって単年度黒字達成

を目指してまいります。 
 ショップ業態では、21/10 月度及び 11 月度に若干苦戦はしたものの、21/12 月度以降、復調にあり計画

達成を目指してまいります。卸業態では、既存得意先との取り組みに加え、新たな販路としてロシアその

他の海外向け販売、他メーカーとのコラボレーションによるＯＥＭでの販売が見込める状況にあります。

ＮＥＴ販売については、週単位のプロモーションをさらに充実させ、お客様に愛されるサイトづくりを目

指しております。 
 通期の業績予想については、平成 21 年 11 月９日に発表した予想を達成することを目指しており、変更

はしておりません。 
 
４．その他 
（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期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、前事業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。 
③ 販売済商品及び製品の返品見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の返品実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の返品実績率を使用して返品見積高を算定しております。 
④ 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、事業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。 
⑤ 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は、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する方

法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発
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生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度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によっております。 
 
（２）四半期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 
 該当事項はありません。 
 
（３）継続企業の前提に関する重要事象等 
 当社は前事業年度において９億 34 百万円の当期純損失を計上し、また、当第３四半期累計期間において

１億２百万円の四半期純損失を計上いたしました。 
 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
 当社は当該状況を解消すべく、以下の対応策を計画し、その実現に向け取り組んでおります。 
 昨今のアパレル市場は、雇用情勢や所得の悪化による個人消費の低迷を受け厳しい状況で推移しており

ますが、当社はこのような環境下でさまざまな変化への対応力を強化し、業績の回復を果たしていくため

に、上半期において、より一層お客様に満足いただける製品開発に注力するとともに、製造原価の低減、

収益性重視の店舗運営、コスト削減等の利益改善に取り組んでまいりました。さらに、当第３四半期会計

期間において一層のコスト削減策を立案・実行し利益体質への変革を図ってきました。具体的には、仕入

原価の削減、物流業務の外部委託によるコスト減、役員報酬及び本部人件費の削減、本社家賃の低減、そ

の他業務委託の見直し等による諸経費削減等のコスト削減策を実施してまいりました。 
 また、平成 21 年 10 月 22 日開催の取締役会において、取締役の人数減と執行役員制度の導入を中核と

する経営機構改革について決議をいたしましたが、この改革により意思決定と実行のスピードアップの実

現を目指してまいりました。 
 その結果、第３四半期会計期間において、売上高は前年同期比 13.4％減となったものの、売上総利益は

3.5 ポイント改善、販売費及び一般管理費は前年同期比 23.3％減となり、営業利益 83 百万円、経常利益

83 百万円、四半期純利益 81 百万円を計上することができました。 
平成 17 年 12 月 21 日に発行いたしました社債につきましては、平成 21 年 12 月 25 日付で 60 百万円の

償還を実行、残余の債務について免除を受けたことにより、本社債の償還はすべて完了するに至りました。

短期借入金につきましては、月次返済を実行する一方で、平成 21 年 12 月には 30 百万円の追加融資を受

けるなど、資金需要に合わせた対応を実施しております。なお、平成 21 年２月 20 日付で発行いたしまし

た第７回新株予約権については、当第３四半期累計期間において 68 個の行使があり、３億 23 百万円の資

金を調達いたしました。 
 今後も厳しい市場環境は長期化することが予想されますが、そのような中で競争力と収益性を高めてい

くために、当社の強みを再認識し、ベビー（0 才から３才児）を中心とした製品開発、販売力の強化によ

り一層資源を集中させ、「子育て支援」を経営の基本理念として、上記のコスト削減ならびに業務改善に注

力し、通期黒字化達成を目指してまいります。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34 33

受取手形 17 42

売掛金 680 673

商品及び製品 754 615

仕掛品 2 11

原材料及び貯蔵品 25 25

その他 18 19

貸倒引当金 △31 △27

流動資産合計 1,500 1,392

固定資産   

有形固定資産 106 134

無形固定資産 44 50

投資その他の資産   

破産更生債権等 438 439

その他 67 99

貸倒引当金 △413 △415

投資その他の資産合計 92 124

固定資産合計 243 309

資産合計 1,743 1,702
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 293 224

短期借入金 157 207

株主、役員又は従業員からの短期借入金 18 21

1年内返済予定の長期借入金 8 －

株主、役員又は従業員からの1年内返済予定の
長期借入金

51 －

1年内償還予定の社債 － 30

未払法人税等 16 27

返品調整引当金 3 9

賞与引当金 4 10

ポイント引当金 2 2

その他 273 273

流動負債合計 828 805

固定負債   

社債 － 130

長期借入金 － 11

株主、役員又は従業員からの長期借入金 － 48

その他 10 23

固定負債合計 10 213

負債合計 839 1,018

純資産の部   

株主資本   

資本金 845 11,903

資本剰余金 163 1,611

利益剰余金 △102 △12,833

自己株式 △4 △4

株主資本合計 903 677

新株予約権 1 5

純資産合計 904 683

負債純資産合計 1,743 1,702
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(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 3,746 3,118

売上原価 2,033 1,587

売上総利益 1,713 1,531

販売費及び一般管理費 2,034 1,589

営業損失（△） △320 △58

営業外収益   

受取利息 0 0

その他 3 3

営業外収益合計 3 3

営業外費用   

支払利息 22 10

株式交付費 － 11

借入手数料 53 9

その他 24 3

営業外費用合計 101 34

経常損失（△） △418 △89

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 10 1

新株予約権消却益 3 －

債務免除益 － 18

特別利益合計 14 19

特別損失   

本社移転費用 － 13

貸倒引当金繰入額 184 5

その他 87 8

特別損失合計 272 27

税引前四半期純損失（△） △676 △97

法人税、住民税及び事業税 3 4

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3 4

四半期純損失（△） △679 △102
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △676 △97

減価償却費 59 38

繰延資産償却額 3 －

長期前払費用償却額 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173 2

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △35 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △5

返品調整引当金の増減額（△は減少） △33 △6

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2 0

新株予約権消却益 △3 －

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 22 10

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 29 1

本社移転費用 17 11

債務免除益 － △10

売上債権の増減額（△は増加） 192 18

たな卸資産の増減額（△は増加） 107 △130

仕入債務の増減額（△は減少） 32 68

その他 104 5

小計 △6 △98

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △25 △9

法人税等の支払額 △6 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △38 △113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

長期性預金の払戻による収入 22 －

有形固定資産の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △17 △3

無形固定資産の取得による支出 △20 △2

その他の収入 16 11

その他の支出 △6 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △6 5

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 21 30

短期借入金の返済による支出 △141 △83

長期借入れによる収入 89 －

社債の償還による支出 △1,100 △150

株式の発行による収入 1,047 311

新株予約権の発行による収入 3 －

新株予約権の取得による支出 △0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △79 108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124 1

現金及び現金同等物の期首残高 141 33

現金及び現金同等物の四半期末残高 16 34
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 当第３四半期累計期間（平成 21 年４月１日から平成 21 年 12 月 31 日まで） 
 当社は前事業年度において９億 34 百万円の当期純損失を計上し、また、当第３四半期累計期間において

１億２百万円の四半期純損失を計上いたしました。 
 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
 当社は当該状況を解消すべく、以下の対応策を計画し、その実現に向け取り組んでおります。 
 昨今のアパレル市場は、雇用情勢や所得の悪化による個人消費の低迷を受け厳しい状況で推移しており

ますが、当社はこのような環境下でさまざまな変化への対応力を強化し、業績の回復を果たしていくため

に、上半期において、より一層お客様に満足いただける製品開発に注力するとともに、製造原価の低減、

収益性重視の店舗運営、コスト削減等の利益改善に取り組んでまいりました。さらに、当第３四半期会計

期間において一層のコスト削減策を立案・実行し利益体質への変革を図ってきました。具体的には、仕入

原価の削減、物流業務の外部委託によるコスト減、役員報酬及び本部人件費の削減、本社家賃の低減、そ

の他業務委託の見直し等による諸経費削減等のコスト削減策を実施してまいりました。 
 また、平成 21 年 10 月 22 日開催の取締役会において、取締役の人数減と執行役員制度の導入を中核と

する経営機構改革について決議をいたしましたが、この改革により意思決定と実行のスピードアップの実

現を目指してまいりました。 
 その結果、第３四半期会計期間において、売上高は前年同期比 13.4％減となったものの、売上総利益は

3.5 ポイント改善、販売費及び一般管理費は前年同期比 23.3％減となり、営業利益 83 百万円、経常利益

83 百万円、四半期純利益 81 百万円を計上することができました。 
平成 17 年 12 月 21 日に発行いたしました社債につきましては、平成 21 年 12 月 25 日付で 60 百万円の

償還を実行、残余の債務について免除を受けたことにより、本社債の償還はすべて完了するに至りました。

短期借入金につきましては、月次返済を実行する一方で、平成 21 年 12 月には 30 百万円の追加融資を受

けるなど、資金需要に合わせた対応を実施しております。なお、平成 21 年２月 20 日付で発行いたしまし

た第７回新株予約権については、当第３四半期累計期間において 68 個の行使があり、３億 23 百万円の資

金を調達いたしました。 
 今後も厳しい市場環境は長期化することが予想されますが、そのような中で競争力と収益性を高めてい

くために、当社の強みを再認識し、ベビー（0 才から３才児）を中心とした製品開発、販売力の強化によ

り一層資源を集中させ、「子育て支援」を経営の基本理念として、上記のコスト削減ならびに業務改善に注

力し、通期黒字化達成を目指してまいります。 
しかし、これらの対応策に関しましては、厳しい市場環境の下で推進するものであるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 
 
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
平成 21 年６月８日開催の取締役会及び平成 21 年６月 25 日開催の定時株主総会において、資本金及び

資本準備金の減少ならびに剰余金の処分を決議し、平成 21 年 7 月 28 日付でその効力が発生したことをも

って、資本金が 112 億 21 百万円、資本準備金が 16 億 11 百万円減少いたしました。他方で、平成 21 年２

月 20 日に発行した第７回新株予約権の予約権行使による払込があり、資本金が 1 億 63 百万円、資本準備

金が１億 63 百万円増加し、当第３四半期末における資本金は８億 45 百万円、資本剰余金は１億 63 百万

円となりました。 
なお、前掲の資本の減少については、その全額をその他資本剰余金に計上した後、繰越欠損金を填補い

たしました。 
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