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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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12月期第3四半期 19,047 △6.1 △131 ― △67 ― △143 ―

21年12月期第3四半期 20,276 ― △372 ― △319 ― △223 ―

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12月期第3四半期 △2,052.02 ―

21年12月期第3四半期 △3,197.73 ―

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12月期第3四半期 11,752 5,323 45.3 76,051.18
21年12月期 12,859 5,457 42.4 77,964.52

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  5,323百万円 21年12月期  5,457百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 25,500 △5.7 150 ― 210 ― 50 ― 714.29



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としています。従って、実際の業績等は概
況の変化等により異なる結果となる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」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12月期3Q 70,000株 21年12月期  70,000株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 70,000株 21年12月期3Q 70,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）の外食業界においては、一部の企業

に回復基調が見られますが、雇用情勢の悪化や、節約志向の高まりによる個人消費の低迷等、依然として厳しい状

況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、“売上は減少しても利益を確保する体質を作り上げる”を経営課題に掲

げ、事業構造の改革による利益体質への転換を進めております。その実現に向け、エリア・マネジャー教育の充

実、営業支援室による店舗指導の強化等を行い、店舗運営力の向上をはかりました。また売上に応じた労働時間の

管理、商材単価の低減、業務の集約や見直し等を行い、コスト削減に取り組みました。一方、株式会社京樽の会社

設立60周年に合わせ、“「しあわせを願いまして和、60年。」京樽60周年キャンペーン”を７月１日から実施、31

年ぶりにテレビＣＭを放映する等積極的な販促活動を行いました。 

 なお、すしビジネスに経営資源を集中させるため、９月30日付で子会社株式会社新杵の株式等資産譲渡を行いま

した。 

 既存店売上高は、商品の価格改定による政策的な客単価の引き下げに加え、景気低迷により客数が減少したこと

から、前年同期比6.3％減となりました。 

 店舗数は、７店を出店し13店を退店、株式会社新杵の株式等資産譲渡による27店減を合わせ、当第３四半期連結

会計期間末における総店舗数は360店（前年同期末比40店減）となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は19,047百万円（前年同期比6.1％

減、1,228百万円減）、営業損失は131百万円（前年同期は営業損失372百万円）、経常損失は67百万円（前年同期

は経常損失319百万円）、四半期純損失は143百万円（前年同期は四半期純損失223百万円）となりました。 

 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。 

①テイクアウト事業 

 上方鮨を販売商品の主力に展開している「京樽」においては、旬の食材を用いた季節フェアに加え、９月１日よ

り新商品“姫茶きん鮨”の販売を開始しました。また、QSC（品質・サービス・清潔さ）、特に接客サービスの向

上に取り組みました。 

 既存店売上高は、徐々に回復しつつあるものの、前年同期比5.9％減となりました。 

 店舗数は、「京樽」等３店を出店し、不採算等の理由により10店を退店した結果、259店（前年同期末比14店

減）となりました。 

 これらにより、売上高は10,080百万円（前年同期比8.2％減、905百万円減）、営業利益は531百万円（同23.6％

増、101百万円増）となりました。 

②イートイン事業 

 各業態の特徴に合わせ、“夏の美覚（みかく）”“秋の収穫祭”等と題してフェアを実施しました。美味しさを

訴求し、差別化をはかるため、函館産いかそうめん、宗谷産もずく、焼津産戻りカツオ等、季節感の演出と産地に

こだわって展開しました。 

 既存店売上高は、客数に回復傾向が見られるものの、価格政策等により客単価が減少したことで、前年同期比

6.8％減となりました。 

 店舗数は、「すし三崎丸」１店、「海鮮三崎港」２店を出店し、不採算により２店を退店した結果、101店（前

年同期末比１店増）となりました。 

 これらにより、売上高は7,459百万円（前年同期比2.3％減、172百万円減）、営業利益は443百万円（同50.5％

増、148百万円増）となりました。 

③その他の事業 

 外商事業の主力となる弁当部門においては、競合他社との価格競争に対抗すべく、低価格弁当の開発等を行いま

した。しかしながら、大口需要の減少により、外商事業は売上高前年同期比14.5％減となりました。 

 店舗数は、出店１店、退店１店を行いましたが、子会社譲渡により０店（前年同期末比27店減）となりました。

 これらにより、売上高は1,521百万円（前年同期比9.4％減、157百万円減）、営業利益は52百万円（同36.0％

減、29百万円減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、11,752百万円（前期末比1,107百万円減少）となりまし

た。これは、主として売掛金、原材料及び貯蔵品、有形固定資産の減少によるものであります。 

（負債） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、6,428百万円（前期末比973百万円減少）となりまし

た。これは、主として買掛金、未払費用、長期未払金の減少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合計は、5,323百万円（前期末比133百万円減少）となりまし

た。これは、主として利益剰余金の減少によるものであります。 

  

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の四半期末残高は、前期末に比べ589百万円増加し、

1,810百万円となりました。 

（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ける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損失70百

万円、減価償却費288百万円の計上、売上債権の減少540百万円、未払費用の減少233百万円、仕入債務の減少

270百万円及び法人税等の支払額105百万円等により119百万円の支出(前年同期は207百万円の支出)となりまし

た。 

（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るキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入350百

万円、事業譲渡による収入439百万円、有形固定資産の売却による収入125百万円、子会社事業売却による収入

126百万円及び有形固定資産の取得による支出169百万円等により878百万円の収入(前年同期は30百万円の収入)

となりました。 

（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るキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入100百

万円、長期借入金の返済による支出33百万円及び長期未払金の返済による支出170百万円等があったことにより

169百万円の支出(前年同期は3百万円の支出)となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月19日に公表したものから現在のところ変更ありませ

ん。  

外食業界においては、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷等、厳しい状況が第４四半期も続くものと思われま

す。こうした環境のもと、当社では年間業績に も大きく影響する12月度を迎え、売上高の確保と商品コストや

販売費の削減への取り組みを強化してまいります。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

当第３四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

なお、重要な子会社には該当しませんが、当社の連結子会社であった株式会社新杵は、平成22年９月30日付で、

当社保有の全株式について売却を行いました。これに伴い、子会社ではなくなりました。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、前連結会計年度において２期連続の営業損失を計上し、また、営業活動によるキャッシュ・フローもマ

イナスとなりました。当該状況により、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象が存在しております。ただし、平成22年２月19日に公表いたしました平成21年12月期決算短信の「会社の

対処すべき課題」に記載のとおり、当該事象又は状況を解消し、改善するための具体的な対応策をとっており、ま

た資金面につきましても、将来の資金需要に備えて取引金融機関との当座貸越契約を継続していることから、継続

企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。  

２．その他の情報
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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９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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,873,528 1,634,285

売掛金 1,045,865 1,646,090

商品及び製品 1,626 44,044

原材料及び貯蔵品 279,118 444,917

その他 237,394 154,497

流動資産合計 3,437,534 3,923,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,663,683 2,035,033

土地 1,909,365 2,437,331

その他（純額） 636,486 434,477

有形固定資産合計 4,209,535 4,906,842

無形固定資産 73,209 69,184

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,931,518 1,904,305

投資不動産（純額） 1,700,717 1,646,985

その他 487,080 496,729

貸倒引当金 △87,254 △88,274

投資その他の資産合計 4,032,060 3,959,745

固定資産合計 8,314,805 8,935,772

資産合計 11,752,339 12,859,607

負債の部   

流動負債   

買掛金 640,905 929,037

短期借入金 754,000 888,000

1年内返済予定の長期借入金 54,400 40,000

1年内期限到来予定のその他の固定負債 189,174 172,983

未払費用 815,644 1,077,189

賞与引当金 261,700 162,698

その他 903,513 1,033,533

流動負債合計 3,619,338 4,303,442

固定負債   

長期借入金 192,000 140,000

長期未払金 1,128,425 1,315,699

退職給付引当金 1,271,478 1,403,558

その他 217,514 239,390

固定負債合計 2,809,418 3,098,648

負債合計 6,428,757 7,402,091
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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９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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,425,000 3,425,000

資本剰余金 703,000 703,000

利益剰余金 1,195,582 1,339,223

株主資本合計 5,323,582 5,467,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △9,707

評価・換算差額等合計 － △9,707

純資産合計 5,323,582 5,457,516

負債純資産合計 11,752,339 12,859,607
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 20,276,265 19,047,290

売上原価 7,382,799 6,696,389

売上総利益 12,893,465 12,350,900

販売費及び一般管理費 13,266,018 12,482,479

営業損失（△） △372,552 △131,578

営業外収益   

受取利息 4,422 2,700

賃貸収入 185,889 203,178

その他 42,266 27,438

営業外収益合計 232,578 233,317

営業外費用   

支払利息 16,713 16,299

賃貸費用 141,904 136,276

その他 21,040 16,642

営業外費用合計 179,657 169,218

経常損失（△） △319,631 △67,479

特別利益   

固定資産売却益 5,000 7,062

事業譲渡益 － 4,587

保証金等返還益 214,821 45,228

撤去費用戻入額 － 31,706

その他 11,656 6,415

特別利益合計 231,477 94,999

特別損失   

固定資産売却損 － 138

固定資産除却損 26,195 41,727

減損損失 23,684 40,952

割増退職金 － 11,897

子会社事業売却損 － 453

その他 4,163 2,514

特別損失合計 54,043 97,683

税金等調整前四半期純損失（△） △142,197 △70,162

法人税等合計 81,643 73,478

四半期純損失（△） △223,840 △143,641
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,635,248 6,424,771

売上原価 2,370,026 2,300,664

売上総利益 4,265,222 4,124,106

販売費及び一般管理費 4,336,099 4,224,829

営業損失（△） △70,876 △100,722

営業外収益   

受取利息 632 819

賃貸収入 62,120 68,212

その他 13,814 5,556

営業外収益合計 76,566 74,588

営業外費用   

支払利息 5,674 5,532

賃貸費用 46,562 42,426

その他 2,544 5,100

営業外費用合計 54,781 53,059

経常損失（△） △49,091 △79,193

特別利益   

固定資産売却益 － 6,962

保証金等返還益 89,840 3,354

撤去費用戻入額 － 2,426

その他 4,903 180

特別利益合計 94,743 12,924

特別損失   

固定資産売却損 － 138

固定資産除却損 12,220 34,395

減損損失 14,798 3,441

子会社事業売却損 － 453

その他 3,463 89

特別損失合計 30,482 38,518

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（△）

15,169 △104,787

法人税等合計 27,732 24,148

四半期純損失（△） △12,562 △128,936
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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損失（△） △142,197 △70,162

減価償却費 446,929 288,609

減損損失 23,684 40,952

賞与引当金の増減額（△は減少） 134,293 103,481

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△252,032 △123,108

受取利息及び受取配当金 △20,906 △10,652

支払利息 16,713 16,299

賃貸収入 △185,889 △203,178

賃貸費用 141,904 136,276

固定資産除却損 26,195 41,727

保証金等返還益 △214,821 △45,228

売上債権の増減額（△は増加） 645,614 540,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 243,022 147,311

仕入債務の増減額（△は減少） △428,315 △270,857

未払費用の増減額（△は減少） △189,009 △233,416

その他 △405,723 △438,725

小計 △160,539 △79,919

利息及び配当金の受取額 19,954 10,402

利息の支払額 △17,345 △16,338

賃貸による収入 188,912 207,539

賃貸による支出 △136,241 △136,022

法人税等の支払額 △101,906 △105,240

営業活動によるキャッシュ・フロー △207,165 △119,577

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 － △40,024

定期預金の払戻による収入 350,000 350,000

有形固定資産の取得による支出 △578,342 △169,087

有形固定資産の売却による収入 5,000 125,700

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 49,560

無形固定資産の取得による支出 △12,164 △23,223

事業譲渡による収入 － 439,796

子会社事業売却による収入 － 126,375

敷金及び保証金の差入による支出 △101,083 △83,067

敷金及び保証金の回収による収入 378,692 102,516

その他 △12,016 △310

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,085 878,236
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 448,000 △46,000

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △510,000 △33,600

長期未払金の返済による支出 △126,624 △170,104

リース債務の返済による支出 △14,031 △19,129

配当金の支払額 △1,324 △604

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,981 △169,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △181,061 589,219

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,953 1,221,578

現金及び現金同等物の四半期末残高 895,891 1,810,797
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該当事項はありません。  

  

〔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７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

和菓子の販売を営んでいる連結子会社株式会社新杵は、平成22年９月30付で、当社保有の全株式について売

却を行い子会社ではなくなりました。  

  

 〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間(自平成21年７月１日 至平成21年９月30日)において、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７月１日 至平成22年９月30日)において、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。 

  

 〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間(自平成21年７月１日 至平成21年９月30日)において、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７月１日 至平成22年９月30日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  3,525,681  2,598,460  511,105  6,635,248  －  6,635,248

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  6,823  6,823  △6,823  －

計  3,525,681  2,598,460  517,929  6,642,071  △6,823  6,635,248

営業利益又は営業損失（△）  120,408  163,071  18,243  301,723  △372,600  △70,876

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  3,301,383  2,640,766  482,620  6,424,771  －  6,424,771

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  4,157  4,157  △4,157  －

計  3,301,383  2,640,766  486,777  6,428,928  △4,157  6,424,771

営業利益又は営業損失（△）  149,982  212,356  △36,418  325,919  △426,642  △100,722
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 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

和菓子の販売を営んでいる連結子会社株式会社新杵は、平成22年９月30付で、当社保有の全株式について売

却を行い子会社ではなくなりました。 

  

 〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間(自平成21年１月１日 至平成21年９月30日)において、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22年１月１日 至平成22年９月30日)において、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。 

  

 〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間(自平成21年１月１日 至平成21年９月30日)において、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22年１月１日 至平成22年９月30日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  10,986,351  7,631,565  1,658,349  20,276,265  －  20,276,265

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  20,473  20,473  △20,473  －

計  10,986,351  7,631,565  1,678,822  20,296,738  △20,473  20,276,265

営業利益又は営業損失（△）  429,999  294,941  81,515  806,455  △1,179,008  △372,552

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  10,080,850  7,459,275  1,507,164  19,047,290  －  19,047,290

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  14,264  14,264  △14,264  －

計  10,080,850  7,459,275  1,521,429  19,061,555  △14,264  19,047,290

営業利益又は営業損失（△）  531,670  443,904  52,182  1,027,758  △1,159,337  △131,578

（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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