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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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6月期第3四半期 1,126 ― △176 ― △172 ― △192 ―
21年6月期第3四半期 89 △81.8 △135 ― △129 ― △190 ―

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6月期第3四半期 △963.77 ―
21年6月期第3四半期 △1,847.72 ―

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6月期第3四半期 1,406 346 24.2 1,320.37
21年6月期 309 107 33.0 988.59

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  340百万円 21年6月期  102百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 1,813 777.1 △176 ― △182 ― △188 ― △728.40
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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） 

(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 
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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 
業績予想に関する事項につきましては、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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6月期第3四半期 258,100株 21年6月期  103,240株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 199,834株 21年6月期第3四半期 103,240株
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当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、輸出・生産は持ち直しているものの企業収益は大幅な減少が続い

ており、雇用情勢につきましても失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。個人消費につき

ましては、経済対策の効果もあり持ち直しの動きが続いているものの、所得環境が厳しさを増し買い控えや低価

格志向といった生活防衛意識が高まり、依然として厳しい状況で推移しております。道内経済も回復の兆しがあ

るものの相変わらず低水準で推移しております。  

  このような状況の中、当社は当社グループ全体として財務体質の強化、事業運営の改善を図ることに注力して

参りました。 

 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。 

  情報技術事業につきましては、前四半期より引き続き大型案件の飲食店向けモバイルサイト構築（携帯電話を

利用した顧客向企業情報発信サイト）が稼働し売上高は大幅に増加しました。また、新規案件獲得に向け活動し

てまいりました。事業全体として売上高397,648千円（前年同四半期比 －％）、営業利益34,932千円（前年同四

半期 営業損失8,012千円）となりました。 

  コンサルティング事業につきましては、飲食業界に特化した財務改善コンサルティングの新規顧客獲得を目指

してまいり顧客を獲得することが出来ましたが、計画通り推移することが出来ませんでした。事業全体として売

上高132,587千円（前年同四半期比 205.6％）、営業損失17,446千円（前年同四半期 営業損失5,456千円）となり

ました。 

   飲食事業につきましては、総合的な食材調達支援事業を積極的に展開してまいりました。その結果、飲食店の

店舗運営支援・飲食店の直接経営としてインストアベーカリーショップ等の経営するに至り、安定的な売上継続

が見込めることとなりました。事業全体として売上高81,612千円、営業利益12,963千円となりました。  

  投資事業につきましては、大手不動産会社から出向者を受け入れ人員強化・営業強化を図っておりましたが、

不動産市場の環境が厳しく賃貸及び売買の仲介等の案件を獲得することが出来ませんでした。しかしながら、フ

ァイナンスアドバイス等に関するコンサルティング業務の受託を数件獲得することが出来ました。事業全体とし

て、売上高1,335千円（前年同四半期比 －％）、営業損失6,078千円（前年同四半期 営業損失1,064千円）となり

ました。 

   その他事業につきましては、平成21年12月９日に親会社指揮の下、グループの新規事業に関する情報収集・企

画・立案・推進および新規事業の実行を事業の目的とした日本産業総研株式会社（100%出資）を設立しました。

案件第一弾として美容と健康をテーマにした美容雑貨の企画・開発・販売を行っており、僅かではありますが市

場に商品（エコロビュート美顔パフ）を提供することが出来ました。事業全体として売上高181千円、営業損失

7,383千円となりました。  

  平成22年６月期第１四半期及び平成22年６月期第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報について

は、平成22年６月期第１四半期決算短信（平成21年11月12日開示）及び平成22年６月期第２四半期決算短信（平

成22年２月10日開示）をご参照ください。  

  

     財政状態の分析     

       当第３四半期末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。  

      ①資産 

    当第３四半期末の流動資産は167,539千円（前連結会計年度末比15,124千円減）となりました。これは主と

して、現金及び預金などが増加したことによるものであります。 

 固定資産は1,239,262千円（前連結会計年度末比1,112,714千円増）となりました。これは主として、投資

有価証券などが増加したことによるものであります。 

  この結果、資産合計は1,406,802千円（前連結会計年度末比1,097,590千円増）となりました。 

②負債 

  当第３四半期末の流動負債は255,428千円（前連結会計年度末比54,079千円増）となりました。これは主と

して、買掛金及び未払金などが増加したことによるものであります。 

  固定負債は804,953千円（前連結会計年度末比804,786千円増）となりました。これは主として、長期借入

金が増加したことによるものであります。  

  この結果、負債合計は、1,060,381千円（前連結会計年度末比858,865千円増）となりました。 

③純資産 

  当第３四半期末の純資産合計は346,420千円（前連結会計年度末比238,724千円増）となりました。これ

は、資本金及び資本剰余金の増額と、利益剰余金が減少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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     平成22年６月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年２月９日に公表いたしました業績予想数値を修

正しております。詳細につきましては、平成22年５月12日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

     なお、平成22年２月９日付で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。  

    （通期）  

  

  該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

  減価償却の方法として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 

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。  

  

  該当事項はありません。 

  

 当社グループは、当四半期連結会計期間及び過去３連結会計年度において営業損失を計上し、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは、情報技術事業、コンサルティング事業、飲食事業、投資事業、そ

の他事業において、事業の再構築を推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んでおります。

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）  1,813  △176  △182  △165  △639  29

今回修正予想（Ｂ）  1,813  △176  △182  △188  △728  40

増減額（Ｂ－Ａ）  0  0  0  △23 －   

増減率（％）  0.00 － － － －   

前期実績  206  △176  △167  △243  △2,355  25

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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22年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,704 98,981

受取手形及び売掛金 140,810 72,873

商品及び製品 1,463 －

仕掛品 3,512 －

原材料及び貯蔵品 3,193 －

未収入金 637 28,345

その他 12,882 10,944

貸倒引当金 △23,663 △28,480

流動資産合計 167,539 182,664

固定資産   

有形固定資産 22,459 1,579

無形固定資産   

ソフトウエア 57,228 1,371

のれん 8,924 －

その他 84 84

無形固定資産合計 66,236 1,455

投資その他の資産   

投資有価証券 1,106,023 100,391

差入保証金 26,073 20,285

長期未収入金 42,134 －

その他 19,866 17,839

貸倒引当金 △43,531 △15,003

投資その他の資産合計 1,150,566 123,513

固定資産合計 1,239,262 126,547

資産合計 1,406,802 309,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,041 83,874

短期借入金 112,108 105,300

未払法人税等 3,238 3,594

その他 37,039 8,580

流動負債合計 255,428 201,349

固定負債   

長期借入金 800,000 －

長期預り保証金 4,500 －

繰延税金負債 453 167

固定負債合計 804,953 167

負債合計 1,060,381 201,516
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 832,668 617,207

資本剰余金 738,123 522,663

利益剰余金 △1,230,636 △1,038,042

株主資本合計 340,155 101,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 631 232

評価・換算差額等合計 631 232

新株予約権 5,634 5,634

純資産合計 346,420 107,696

負債純資産合計 1,406,802 309,212
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 89,253 1,126,490

売上原価 62,148 782,664

売上総利益 27,104 343,826

販売費及び一般管理費 163,079 520,525

営業損失（△） △135,975 △176,699

営業外収益   

受取利息 426 580

持分法による投資利益 2,636 5,613

受取手数料 1,264 －

税金等還付金 3,002 －

その他 1,642 4,109

営業外収益合計 8,973 10,303

営業外費用   

支払利息 2,027 5,314

為替差損 748 －

売上債権売却損 － 977

その他 15 －

営業外費用合計 2,791 6,292

経常損失（△） △129,793 △172,688

特別利益   

前期損益修正益 3,851 －

固定資産売却益 12 －

新株予約権戻入益 3,564 －

投資有価証券売却益 － 7,024

特別利益合計 7,428 7,024

特別損失   

投資有価証券売却損 7,633 －

投資有価証券評価損 55,657 －

貸倒引当金繰入額 2,990 23,662

固定資産除却損 － 365

特別損失合計 66,281 24,028

税金等調整前四半期純損失（△） △188,646 △189,693

法人税、住民税及び事業税 2,111 2,900

法人税等合計 2,111 2,900

四半期純損失（△） △190,758 △192,594
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 44,130 613,366

売上原価 26,768 401,836

売上総利益 17,361 211,529

販売費及び一般管理費 60,260 233,719

営業損失（△） △42,898 △22,189

営業外収益   

受取利息 288 78

持分法による投資利益 1,207 1,655

税金等還付金 1,518 －

その他 233 1,583

営業外収益合計 3,249 3,317

営業外費用   

支払利息 955 4,551

為替差損 53 －

その他 15 －

営業外費用合計 1,024 4,551

経常損失（△） △40,674 △23,423

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △286

特別利益合計 － △286

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 23,412

特別損失合計 － 23,412

税金等調整前四半期純損失（△） △40,674 △47,123

法人税、住民税及び事業税 704 1,299

法人税等合計 704 1,299

四半期純損失（△） △41,378 △48,422
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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損失（△） △188,646 △189,693

減価償却費 1,317 8,168

のれん償却額 － 1,376

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,043 23,711

受取利息及び受取配当金 △426 △580

支払利息 2,027 5,314

為替差損益（△は益） 748 －

持分法による投資損益（△は益） △2,636 △5,613

有形固定資産売却損益（△は益） △12 －

有形固定資産除却損 － 65

無形固定資産除却損 － 300

投資有価証券売却損益（△は益） 7,633 △7,024

投資有価証券評価損益（△は益） 55,657 －

新株予約権戻入益 △3,564 －

売上債権の増減額（△は増加） △43,319 △67,937

たな卸資産の増減額（△は増加） － △8,168

長期前払費用の増減額（△は増加） △3,199 △181

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △2,547

その他の資産の増減額（△は増加） △1,120 △16,364

未払金の増減額（△は減少） △5,703 12,879

未払費用の増減額（△は減少） － 11,194

未払消費税等の増減額（△は減少） △852 2,107

仕入債務の増減額（△は減少） 41,442 19,167

預り保証金の増減額（△は減少） － 4,500

その他の負債の増減額（△は減少） 4,546 1,283

その他 △592 －

小計 △130,659 △208,039

利息及び配当金の受取額 426 580

利息の支払額 － △3,987

法人税等の支払額 △3,137 △3,591

営業活動によるキャッシュ・フロー △133,370 △215,037
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10,001 －

有形固定資産の取得による支出 △1,112 △24,276

無形固定資産の取得による支出 － △60,995

投資有価証券の取得による支出 － △1,010,310

投資有価証券の売却による収入 12,428 18,000

貸付けによる支出 △25,000 △69,000

貸付金の回収による収入 25,000 69,702

事業譲受による支出 － △10,300

差入保証金の差入による支出 － △5,788

その他 399 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,717 △1,092,968

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 100,000 167,352

短期借入金の返済による支出 － △160,544

長期借入れによる収入 － 800,000

株式の発行による収入 － 430,920

財務活動によるキャッシュ・フロー 100,000 1,237,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,653 △70,277

現金及び現金同等物の期首残高 125,808 98,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 114,155 28,704
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 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャ

ッシュ・フローも３期連続してマイナスになっております。当四半期連結会計期間においては22,189千円の営

業損失、23,423千円の経常損失、48,422千円の四半期純損失を計上し、当第３四半期連結累計期間において営

業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを215,037千円計上しております。  

        これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて、継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

        当社グループは、当該状況を解決すべく、情報技術事業、コンサルティング事業、飲食事業、投資事業、そ

の他事業において以下のような事業の再構築をさらに推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り

組んでまいります。 

      ①情報技術事業では、第2四半期に獲得した大型案件の飲食店向けモバイルサイト構築（携帯電話を利用した

顧客向け企業情報発信サイト）を稼働させ計画通りに進んでおります。また、今後はシナジー効果として期待

できるアフィリエイトビジネスの顧客開拓を行い売上収益に貢献してまいります。 

      ②コンサルティング事業では、財務改善コンサルティングの手法を用いて中規模の新規顧客獲得を目指し、リ

スク分散型の利益確保を図ってまいります。 

      ③飲食事業では、飲食店の店舗運営支援・飲食店の直接経営としてインストアベーカリーショップ等の経営を

行い、安定的な売上継続が見込めることとなりましたので、さらなる売上収益に貢献してまいります。 

      ④投資事業では、不動産市場の環境が厳しいことから事業の再構築を図ってまいります。 

      ⑤その他事業では、既存事業とその領域を異にする新たな事業の開拓を目指し、それに関する情報収集・企

画・立案・推進さらには、その新規事業の育成を主たる目的として売上収益に貢献してまいります。 

 現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、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、当四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な

不確実性の影響を当四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
情報技術事業 
（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業 

 （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  －  43,380  －  43,380  750  44,130

(2）セグメント
間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  －  43,380  －  43,380  750  44,130

営業損失  8,012  5,456  1,064  14,534  28,364  42,898

  
情報技術事業 

（千円） 

コンサルテ
ィング事業 
（千円） 

飲食事業

（千円） 
投資事業 

 （千円） 

その他事業

 （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  397,648  132,587  81,612  1,335  181  613,366  －  613,366

(2）セグメント
間の内部売上高
又は振替高 

 889  2  33  －  －  925  (925)  －

計  398,538  132,590  81,645  1,335  181  614,291  (925)  613,366

営業利益又は営業損

失（△） 
 35,822  △17,443  12,996  △6,078  △7,383  17,913  △40,103  △22,189

  
情報技術事業 
（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業 

 （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  5,440  81,113  －  86,553  2,700  89,253

(2）セグメント
間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  5,440  81,113  －  86,553  2,700  89,253

営業損失  10,722  32,683  7,229  50,635  85,340  135,975
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法  

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

情報技術事業…………………ＩＴ部門（ｗｅｂサイト制作・システム受託開発・携帯電話等を利用したシス

テム開発） 

コンサルティング事業………会計コンサルティング部門、経営コンサルティング部門（会計財務、資金調達

および経営全般に関する支援・飲食事業以外での飲食店の経営全般に関する支

援） 

飲食事業………………………経営コンサルティング部門（飲食店の店舗運営支援、飲食店の直接経営）  

投資事業………………………投資事業部門、不動産事業部門（Ｍ＆Ａに関するコンサルティング・不動産売

買、仲介、コンサルタント等） 

その他事業……………………美容雑貨の企画、開発、販売 

３．平成21年12月16日より開始している飲食業界に特化した財務改善コンサルティングの手法を用いた店舗運営事

業は、重要性が増したことにより、当第３四半期連結累計期間より「コンサルティング事業」より「飲食事

業」に区分変更しております。 

  

   前第３四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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７月１日 至 平成21年３月31日）  

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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７月１日 至 平成22年３月31日）  

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

    前第３四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

      海外売上高がないため、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22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

      海外売上高がないため、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７月１日 至 平成21年３月31日）  

      海外売上高がないため、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７月１日 至 平成22年３月31日）  

      海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
情報技術事業 

（千円） 

コンサルテ
ィング事業 
（千円） 

飲食事業

（千円） 
投資事業 

 （千円） 

その他事業

 （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  602,858  415,535  100,167  7,748  181  1,126,490  －  1,126,490

(2）セグメント
間の内部売上高
又は振替高 

 889  2  33  －  －  925  (925)  －

計  603,748  415,537  100,200  7,748  181  1,127,416  (925)  1,126,490

営業利益又は営業損

失（△） 
 10,335  △41,895  14,769  △24,000  △9,105  △49,896  △126,802  △176,699

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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当社は、平成21年７月31日付で、株式会社中小企業助成会から第三者割当増資の払込みを受けました。この

結果、第１四半期連結会計期間において資本金が100,044千円、資本準備金が100,044千円増加し、第１四半期

連結会計期間末において資本金が717,251千円、資本準備金が222,707千円となっております。また、平成21年

12月28日付で、中小企業共済株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第２四半期連結

会計期間において資本金が115,416千円、資本準備金が115,416千円増加し、当第３四半期連結会計期間末にお

いて資本金が832,668千円、資本準備金が338,123千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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