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(百万円未満切捨て) 
1. 平成 22年 9月期第 3四半期の連結業績（平成 21年 10月 1日～平成 22年 6月 30日） 
 

(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9月期第3四半期 1,120 12.3 36 ─ 35 ─ 64 ─ 
21年9月期第3四半期 997 △37.5 △100 ─ △129 ─ △182 ─ 
 

 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9月期第3四半期 2,478 12 ─ ─ 
21年9月期第3四半期 △6,630 79 ─ ─ 
 
 (2) 連結財政状態   

 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9月期第3四半期 2,497 1,164 46.6 44,255 53 
21年9月期 2,318 1,087 46.9 42,297 21  
(参考) 自己資本 22年9月期第3四半期 1,164百万円   21年9月期 1,087百万円 

 

2. 配当の状況  

 
年間配当金 

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9月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
22年9月期 ─ ─ ─ ─       

22年9月期(予想)     ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

3. 平成 22年 9月期の連結業績予想（平成 21年 10 月 1日～平成 22年 9月 30日） 
 (％表示は、対前期増減率)  

 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 1,267 △20.9 29 ─  34 ─ 28 ─ 1,075 82 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 



 
4. その他（詳細は、添付資料 5 ページ「2．その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 

 ② ①以外の変更 ： 無 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年9月期3Ｑ 29,412株 21年9月期 28,404株 

② 期末自己株式数 22年9月期3Ｑ 3,102株 21年9月期 2,696株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年9月期3Ｑ 25,907株 21年9月期3Ｑ 27,581株 

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は完

了しています。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい

ては、添付資料 4ページ「(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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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の成長や政府による景気刺激策等により回

復への基盤が整いつつあるものの、欧州の財政危機等を端緒とした世界景気の下振れ懸念や金融市場の

変動など、先行きの不透明感が支配的であり、回復には今しばらくの時間がかかるものと思われます。 

 当社グループの属する不動産業界におきましては、オフィス市場を中心に賃料の下落傾向と空室率の

上昇傾向が続く一方で、マンション市場におきましては、住宅ローン減税の拡大、ここ数年の地価調整

による割安感等により、幅広い需要層からの購入意欲は着実に高まっております。中でも、新築マンシ

ョンの供給が不足していることや、消費者の生活防衛意識が高まっていることから、手頃な価格で利便

性が高い「中古マンション」の流通市場は堅調に推移しております。  

 このような環境の中、当社グループは、中小型マンション開発用地や流通性に優れる中古マンション

の確保、物品保管サービス事業向け入金管理・滞納保証事業のシェア拡大に引き続き注力してまいりま

した。  

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,120,287千円（前年同四半期比12.3％

増）、営業利益は36,588千円（前年同四半期実績は営業損失100,172千円）、経常利益は35,254千円

（同経常損失129,430千円）、四半期純利益は64,201千円（同四半期純損失182,885千円）となりまし

た。  

    

 各事業種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。  

  

（プリンシパルインベストメント事業）  

 プリンシパルインベストメント事業につきましては、リニューアル再販マンションや収益不動産の売

却を推進するとともに、中小型レジデンス開発用地の確保に注力してまいりました。以上の結果、売上

高は818,764千円（前年同四半期比6.8％増）、営業利益は120,941千円（前年同四半期比468.3%増）と

なりました。  

  

（アセットマネジメント事業）  

 アセットマネジメント事業につきましては、アセットマネジメント業務受託中のSPC（不動産投資特

別目的会社）に対する資産価値の維持・向上業務に注力するとともに、個人投資家・事業法人向け収益

物件や実需層向け中古マンションの売買サポート等のソリューション事業を展開してまいりました。以

上の結果、売上高は41,656千円（前年同四半期比10.3％増）、営業損失62千円（前年同四半期実績は営

業利益11,414千円）となりました。  

  

（セールスプロモーション事業）  

 セールスプロモーション事業につきましては、分譲マンション販売現場や賃貸マンション営業現場向

け販売促進要員や官公庁向け業務要員等を中心に人材派遣件数の拡大に努めました。以上の結果、売上

高は115,679千円（前年同四半期比40.0％減）、営業利益5,523千円（前年同四半期比41.6％減）となり

ました。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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(アウトソーシングサービス事業）  

 アウトソーシングサービス事業につきましては、さらなる受託シェア拡大のために、中堅・中小のレ

ンタル収納スペース管理会社を中心に新規受託を推進するとともに、滞納管理等の業務体制の効率化に

努めてまいりました。以上の結果、売上高は144,186千円、営業利益は15,910千円となりました。 

※アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会

社パルマが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 （総資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、2,497,151千円（前連結会計年度末比7.7％増）となりまし

た。 

 （流動資産）  

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,444,088千円（前連結会計年度末比

14.5％増）となりました。これは主に、連結子会社の連結範囲の除外等に伴い、仕掛販売用不動産が

91,339千円減少した一方で、現金及び預金が144,953千円及び販売用不動産が148,334千円増加したこと

によるものであります。 

 （固定資産）     

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,053,062千円（前連結会計年度末比0.4％

減）となりました。重要な変動はありません。 

 （流動負債）     

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、297,547千円（前連結会計年度末比34.4％

減）となりました。これは主に、短期借入金が30,000千円増加する一方で、一年内返済予定の長期借入

金が190,000千円減少したこと及び移転損失引当金が22,449千円減少したことによるものであります。 

 （固定負債）     

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,034,698千円（前連結会計年度末比

33.2％増）となりました。これは主に、長期借入金が251,576千円増加したことによるものでありま

す。 

 （純資産）   

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,164,905千円（前連結会計年度末比7.1％

増）となりました。これは、新株予約権が行使されたことにより資本金、資本準備金がそれぞれ10,962

千円増加したこと及び四半期純利益が64,201千円計上されたことによるものであります。この結果、自

己資本比率は46.6％となりました。  

  

 ②連結キャッシュ・フローの状況  

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（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ185,705千円増加し956,734千円となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、303,106千円（前年同四半期は

141,877千円の資金の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益63,617千円の計

上、たな卸資産の増加額393,617千円、貸倒引当金の増加額14,197千円及び移転損失引当金の減少額

12,363千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動によって得られた資金は、39,404千円（前年同四半期は

17,944千円の資金の増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15,469千円、貸

付による支出17,100千円があったものの、連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入39,527

千円及び敷金の回収による収入30,209千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動によって得られた資金は、453,523千円（前年同四半期

は557,345千円の資金の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出468,423千円が

あったものの、長期借入れによる収入548,900千円及び長期預り金の受入による収入340,200千円があっ

たことによるものです。 

  

当第３四半期連結累計期間における四半期営業利益、四半期経常利益及び四半期純利益の実績が平成22

年９月期の通期（平成21年10月１日～平成22年９月30日）の予想数値を上回っておりますが、今後の市場

動向及びその業績に与える影響が不透明なため、現時点では平成21年11月13日に公表いたしました平成22

年９月期の通期の業績予想の修正は行っておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３．四半期連結財務諸表 
 (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６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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 915,982 771,029

売掛金 15,942 32,912

販売用不動産 148,334 －

仕掛販売用不動産 244,053 335,392

その他 150,202 145,867

貸倒引当金 △30,425 △24,175

流動資産合計 1,444,088 1,261,026

固定資産   

有形固定資産   

建物 217,161 223,634

土地 704,142 704,142

その他 6,081 5,315

有形固定資産合計 927,385 933,092

無形固定資産 14,322 19,372

投資その他の資産   

投資有価証券 13,027 21,090

長期貸付金 51,260 27,999

その他 53,397 55,810

貸倒引当金 △6,329 △146

投資その他の資産合計 111,354 104,753

固定資産合計 1,053,062 1,057,219

資産合計 2,497,151 2,318,246

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,860 1,093

短期借入金 66,770 36,770

1年内返済予定の長期借入金 － 190,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 1,771 857

移転損失引当金 － 22,449

その他 199,144 182,320

流動負債合計 297,547 453,491

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 251,576 －

長期預り金 751,156 754,290

その他 21,966 2,511

固定負債合計 1,034,698 776,801
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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６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21年９月30日) 

負債合計 1,332,246 1,230,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 328,475 317,513

資本剰余金 258,475 247,513

利益剰余金 616,462 552,260

自己株式 △37,157 △28,081

株主資本合計 1,166,255 1,089,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,892 △1,829

評価・換算差額等合計 △1,892 △1,829

少数株主持分 541 576

純資産合計 1,164,905 1,087,952

負債純資産合計 2,497,151 2,318,246
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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10月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６月30日) 

売上高 997,339 1,120,287

売上原価 861,603 790,550

売上総利益 135,735 329,736

販売費及び一般管理費 235,908 293,147

営業利益又は営業損失（△） △100,172 36,588

営業外収益   

受取利息 4,271 3,925

受取配当金 142 81

持分法による投資利益 － 7,085

匿名組合投資利益 1,295 －

匿名組合分配益 － 3,134

その他 1,655 1,813

営業外収益合計 7,366 16,039

営業外費用   

支払利息 7,887 4,365

投資有価証券売却損 300 －

持分法による投資損失 28,268 －

匿名組合分配損 － 4,914

貸倒引当金繰入額 － 5,615

その他 167 2,478

営業外費用合計 36,624 17,373

経常利益又は経常損失（△） △129,430 35,254

特別利益   

関係会社株式売却益 － 31,835

その他 － 4,535

特別利益合計 － 36,371

特別損失   

固定資産売却損 － 8

関係会社株式評価損 － 7,999

関係会社清算損 1,041 －

投資有価証券評価損 2,025 －

貸倒引当金繰入額 2,307 －

特別損失合計 5,374 8,008

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（△）

△134,804 63,617

法人税、住民税及び事業税 322 563

法人税等還付税額 － △1,113

法人税等調整額 47,815 －

法人税等合計 48,137 △550

少数株主損失（△） △57 △34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △182,885 64,201
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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４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

売上高 327,534 234,352

売上原価 267,407 121,401

売上総利益 60,127 112,951

販売費及び一般管理費 74,474 85,793

営業利益又は営業損失（△） △14,346 27,158

営業外収益   

受取利息 1,578 1,342

受取配当金 － 40

匿名組合分配益 － 677

その他 783 1,056

営業外収益合計 2,361 3,116

営業外費用   

支払利息 2,033 1,711

持分法による投資損失 11,852 1,365

貸倒引当金繰入額 － △6,414

その他 68 49

営業外費用合計 13,955 △3,288

経常利益又は経常損失（△） △25,940 33,564

特別利益   

関係会社株式売却益 － 4,901

貸倒引当金戻入額 － 57

特別利益合計 － 4,958

特別損失   

貸倒引当金繰入額 △122 －

特別損失合計 △122 －

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（△）

△25,818 38,522

法人税、住民税及び事業税 142 185

法人税等調整額 671 －

法人税等合計 813 185

少数株主利益 － 62

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,632 38,274

㈱ディア・ライフ（3245）　平成22年９月期　第３四半期決算短信

－9－



 (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10月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△134,804 63,617

減価償却費 3,016 15,094

のれん償却額 － 1,596

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,652 14,197

移転損失引当金の増減額（△は減少） － △12,363

受取利息及び受取配当金 △4,414 △4,006

支払利息 7,887 4,365

投資有価証券売却損益（△は益） △185 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,025 －

匿名組合投資損益（△は益） △1,295 －

匿名組合分配損益（△は益） － 1,779

関係会社株式売却損益（△は益） － △31,835

関係会社株式評価損 － 7,999

関係会社清算損益（△は益） 1,041 －

持分法による投資損益（△は益） 28,268 △7,085

固定資産売却損益（△は益） － 8

売上債権の増減額（△は増加） △6,346 17,301

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,218 △393,617

仕入債務の増減額（△は減少） △5,111 8,767

その他 △50,545 6,445

小計 △121,898 △307,734

利息及び配当金の受取額 709 90

利息の支払額 △6,753 △3,240

法人税等の還付額 － 8,018

法人税等の支払額 △13,934 △240

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,877 △303,106

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 △6,000 －

定期預金の払戻による収入 36,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,263 △15,469

有形固定資産の売却による収入 － 50

無形固定資産の取得による支出 △320 △812

投資有価証券の取得による支出 △2,374 －

投資有価証券の売却による収入 3,855 －

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

関係会社株式の清算による収入 38,427 －

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
収入

－ 39,527

貸付けによる支出 △131,250 △17,100

貸付金の回収による収入 15,000 3,000
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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10月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６月30日) 

新規連結子会社の取得による収入 124,868 －

敷金の回収による収入 － 30,209

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,944 39,404

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 50,000 30,000

短期借入金の返済による支出 △395,000 －

長期借入れによる収入 － 548,900

長期借入金の返済による支出 △127,930 △468,423

社債の償還による支出 △60,000 △10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 21,924

自己株式の取得による支出 △24,415 △9,076

長期預り金の受入による収入 － 340,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,345 453,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △681,278 189,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,989 771,029

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,105 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 337,817 956,734
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該当事項はありません。 

  

 1 事業の種類別セグメント情報    

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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おります。  

２ 各区分の主な事業内容 

 （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

 （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

 （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣 

 （4）アウトソーシングサービス事業・・・・・・・・保管サービス事業者向け入金管理・滞納保証業務 

３ 事業区分の追加 

アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パル

マが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

プリンシパル
インベスト 
メント事業 
(千円)

アセット
マネジメント

事業 
(千円)

セールスプロ
モーション 

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 239,850 20,810 66,873 327,534 ― 327,534

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 239,850 20,810 66,873 327,534 ― 327,534

営業利益又は営業損失（△) 13,177 9,863 5,748 28,789 △ 43,136 △14,346

プリンシパル
インベストメ
ント事業 
(千円)

アセットマネ
ジメント事業

(千円)

セールスプロ
モーション事

業 
(千円)

アウトソーシ
ングサービス
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

142,984 13,646 29,253 48,468 234,352 ― 234,352

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― 2,104 1,657 ― 3,761 △ 3,761 ―

計 142,984 15,751 30,910 48,468 238,114 △ 3,761 234,352

営業利益又は 
営業損失（△）

37,697 5,468 2,192 6,480 51,838 △ 24,680 27,158
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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おります。  

2  各区分の主な事業内容 

 （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

 （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

 （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣 

 （4）アウトソーシングサービス事業・・・・・・・・保管サービス事業者向け入金管理・滞納保証業務 

3 事業区分の追加 

アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パル

マが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。 

  

2 所在地別セグメント情報 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第３四半期 

  連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

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

  

3 海外売上高 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第３四半期  

  連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

プリンシパル
インベスト 
メント事業 
(千円)

アセット
マネジメント

事業 
(千円)

セールスプロ
モーション 

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 766,989 37,761 192,588 997,339 ― 997,339

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 766,989 37,761 192,588 997,339 ― 997,339

営業利益又は営業損失（△) 21,281 11,414 9,449 42,145 △ 142,318 △100,172

プリンシパル
インベストメ
ント事業 
(千円)

アセットマネ
ジメント事業

(千円)

セールスプロ
モーション事

業 
(千円)

アウトソーシ
ングサービス
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

818,764 41,656 115,679 144,186 1,120,287 ― 1,120,287

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

― 16,760 3,702 30 20,493 △ 20,493 ―

計 818,764 58,417 119,382 144,216 1,140,780 △ 20,493 1,120,287

営業利益又は 
営業損失（△）

120,941 △ 62 5,523 15,910 142,312 △ 105,723 36,588
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   平成22年３月30日付で新株予約権の行使に伴う払込を受けました。この結果、当第３四半期連  

  結累計期間において資本金が10,962千円、資本準備金が10,962千円増加し、当第３四半期連結会 

  計期間末において資本金が328,475千円、資本剰余金が258,475千円となっております。    

   また、平成22年２月15日及び平成22年５月17日の取締役会決議に基づき406株の自己株式取得を  

  実施し、当第３四半期累計会計期間において、自己株式が9,076千円増加いたしました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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