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1.  平成23年8月期第1四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成22年11月30日） 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。そのため、平成22年８月期第１四半期の１株
当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定し
た場合における平成22年８月期末の１株当たり純資産額は、21,882.65円であります。  

(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 ％

23年8月期第1四半期 597 23.2 164 64.7 162 65.9 94 91.3
22年8月期第1四半期 485 18.7 99 471.2 98 617.3 49 ―

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

23年8月期第1四半期 1,736.47 1,658.95
22年8月期第1四半期 1,701.49 1,641.99

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

23年8月期第1四半期 1,619 1,008 61.8 19,811.07
22年8月期 1,940 1,199 61.4 43,765.29

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  1,000百万円 22年8月期  1,191百万円

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  
（注）２ 当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成22年８月期末の１株当たり配当金に
ついては、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

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

22年8月期 ― ― ― 2,800.00 2,800.00
23年8月期 ―
23年8月期 

（予想） ― ― 1,700.00 1,700.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計) 1,190 18.2 275 39.2 272 39.9 155 38.3 2,845.71

通期 2,380 11.5 550 21.5 545 22.1 310 20.7 5,691.42



(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  有  
（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） 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成22年８月期第１四半期に係る期中
平均株式数（四半期連結累計期間）は、当該株式分割が行われる前の株式数で表示しております。 

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
【添付資料】４ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期1Q 59,238株 22年8月期  29,619株
② 期末自己株式数 23年8月期1Q  8,732株 22年8月期  2,385株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 54,475株 22年8月期1Q 29,062株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧米経済の先行き不透明感を背景とした円高の進行や政治の

不安定化の影響で国内株価が低迷していることに加え、雇用環境の悪化や個人消費の落ち込みも続いており、依然と

して景気の先行きに不透明感が漂っております。 

 当社グループの中心事業であるデジタルコンテンツ配信を取り巻く市場環境は、携帯電話の累計契約台数における

第３世代携帯電話の契約台数が平成21年11月末の105,425千台から平成22年11月末には114,488千台と対前年比で8.6%

増加しており（出所：社団法人電気通信事業者協会）、携帯電話でのインターネット利用環境がさらに進んでおりま

す。また、モバイル・コンテンツ・フォーラムの調査によると、平成21年のモバイルコンテンツ関連市場の規模は、

「モバイルコンテンツ市場」と「モバイルコマース市場」を合わせ、前年比12％増の1兆5,206億円と拡大が続いてお

ります。一方で、ソーシャルメディアのプラットフォームオープン化の進展や、スマートフォン・ｉＰａｄ等のタブ

レット型ＰＣの普及拡大により、コンテンツ配信網が多様化していくことが見込まれ、新しい事業モデルへの期待が

高まっております。 

 このような環境の中、当社グループは、サーバーの増強によって、コンテンツの配信体制と配信環境を整備すると

ともに、解析ツールを開発してデータベースを活用したマーケティング活動を本格的に開始するなど社内体制の整備

を積極的に進めてまいりました。 

 コンテンツ事業におきましては、携帯電話向けに毎月有料コンテンツをリリースして新規有料会員の獲得を進める

とともに、携帯電話向け無料占いポータルサイトをオープンし、無料占いユーザーを有料コンテンツ会員へと誘導す

るなど、コンテンツマーケティングを推進し、会員数の底上げに努めてまいりました。また、コンテンツジャンルと

配信網の拡大を目的として、ソーシャルアプリ向けにゲームアプリケーションや占いコンテンツの提供を行うととも

に、海外展開として韓国への占いコンテンツの提供も開始いたしました。また、制作部門におけるシステムの刷新や

業務の効率化により原価率の低減を図り、人件費と広告宣伝費以外の経費についてコスト削減に努めてまいりまし

た。 

 携帯電話販売事業におきましては、商流の見直しや店舗のリニューアル等、徹底した合理化を推進するとともに、

スマートフォンや周辺機器販売の強化に取り組んでおります。 

 これらの活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は597,723千円（前年同期比23.2％増）、営業利益

164,153千円（前年同期比64.7％増）、経常利益162,657千円（前年同期比65.9％増）、四半期純利益94,594千円（前

年同期比91.3％増）となりました。 

 なお、平成22年11月25日開催の第13回定時株主総会決議に基づき、株式会社光通信より、4,062株（取得価額の総

額210,265千円）を自己株式として取得しております。 

 セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

①コンテンツ事業 

 当社グループのコンテンツ事業は、携帯電話向け及びＰＣ向けに占いコンテンツ等を配信するビジネスを中心に展

開しております。 

 携帯電話向けコンテンツにつきましては、コンテンツのユーザー数増加に対応し、引き続き、毎月新規コンテンツ

の投入を行ってまいりました。これにより、当第１四半期連結累計期間末現在の携帯電話向けコンテンツ数は54コン

テンツ、提供サイト数は169サイトとなりました。また、無料占いユーザーを有料コンテンツ会員へと誘導するな

ど、コンテンツマーケティングを推進し、会員数の底上げを図った結果、当第１四半期連結累計期間末現在の有料会

員数は、337,331人（前年同期比38.4％増）となりました。 

 ＰＣ向けコンテンツにつきましては、新規コンテンツの投入やプロモーションの展開等、ユーザー数の維持獲得に

注力したものの、市場全体の縮小等により、売上は前年同期の水準を下回りました。当第１四半期連結累計期間末現

在のＰＣ向けコンテンツ数は74コンテンツ、提供サイト数は459サイトとなっております。 

 上記の他に、当社グループは、コンテンツ事業としてシステム受託業務、ソーシャルメディア向けゲームアプリケ

ーション配信及び自社サイトの運営等を行っております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は、524,414千円（前年同期比33.0％

増）、営業利益は251,339千円（前年同期比49.4%増）となりました。 

②携帯電話販売事業 

 携帯電話販売事業におきましては、当第１四半期連結累計期間末現在、12店舗の併売店とソフトバンクショップ１

店を通じて携帯電話並びに付属品の販売を行っております。市場全体で販売台数が減少する厳しい事業環境の中、商

流の見直しや店舗のリニューアル等により徹底した合理化を進めるとともに、スマートフォンや周辺機器の販売を強

化することで、収益体質への転換を図りました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は71,379千円（前年同期比15.6％減）、

営業利益は60千円（前年同期は5,400千円の営業損失）となり、新機種発売の端境期となる第１四半期においても黒

字を計上することができました。 

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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③美容関連事業 

 美容関連事業におきましては、インターネットサイトで化粧品を販売しておりますが、平成22年8月をもって美容

店向けのフリーペーパーを廃刊したこともあり、当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は505千

円（前年同期比90.5％減）、営業損失は581千円（前年同期は1,614千円の営業利益）となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業として、開運グッズサイト「満福館」での風水グッズ等の販売を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間における当セグメントの売上高は1,423千円（前年同期比54.0%増）、営業利益は730千

円（前年同期は3,270千円の営業損失）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,619,426千円となり、前連結会計年度末と比較して321,556千円

減少しております。これは、売上増により売掛金が21,560千円増加したものの、株式会社光通信との業務提携解消

に伴う自己株式の取得、未払法人税等の納付、配当金の支払いなどにより現金及び預金が277,312千円減少したこと

や、ソフトウェア等の償却により無形固定資産が7,863千円減少したことが主な要因です。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は610,963千円となり、前連結会計年度末と比較して130,930千円

縮小しました。これは主に未払法人税等の減少76,733千円、長期借入金の減少41,665千円によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,008,463千円であり、前連結会計年度末と比較して190,626

千円減少しております。これは、四半期純利益を94,594千円計上しましたが、剰余金の配当を76,255千円、自己株

式の取得を210,265千円行ったことによるものです。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益は、前年同期比73.0％増の162,657千円を計上しま

したが、第１四半期は前連結累計期間に係る法人税等の支払いがあるところ、前期は業績が大幅に伸長したことか

ら140,514千円の未払法人税等（外形標準課税4,200千円を含む）が発生しており、当第１四半期連結累計期間に納

付致しました。 

 その結果、当第１四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1,020千円の収入（前年

同四半期は40,903千円の収入）となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、当第１四半期連結累計期間は39,670千円の収入（前年同四半期は

1,930千円の収入）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入を50,000千円計上する一方で、有形

固定資産の取得による支出を6,345千円、敷金及び保証金の差入による支出を3,072千円行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」は、当第１四半期連結累計期間は318,003千円の支出（前年同四半期は

301,362千円の収入）となりました。これは、株式会社光通信との業務提携解消に伴い自己株式を210,265千円取得

したことに加え、配当金の支払66,673千円、長期借入金の返済41,665千円があったことによるものです。 

  

 当第１四半期連結累計期間は、主力のコンテンツ事業部門において、携帯電話向けコンテンツの有料会員数が順

調に増加し、売上・利益ともに伸長いたしました。 

 また、「mixiアプリ」・「モバゲータウン」・「ＧＲＥＥ」向けにソーシャルゲームを展開し、「ＧＲＥＥ」向

けには、占いコンテンツを提供するなど、コンテンツジャンルと配信網の拡大を図りました。また、海外展開とし

て韓国への占いコンテンツの提供も開始いたしました。携帯電話販売部門では、合理化と販売力の強化により、営

業利益は60千円（前年同期は5,400千円の営業損失）となり、新機種発売の端境期となる第１四半期においても黒字

を計上することができました。 

 このように、当第１四半期連結累計期間は、主力のコンテンツ事業において、携帯電話向けコンテンツの有料会

員数が順調に増加し、コンテンツジャンルと配信網の拡大及び業務の効率化によるコスト削減も進んだことから、

当初の予想を若干上回る順調な業績で推移いたしました。今後も、当初予測どおり順調に推移するものと予想して

おります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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.簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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。 

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。 

  

  

１.会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

２.表示方法の変更 

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 

       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１四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 476,855 754,168

売掛金 528,635 507,074

商品 7,471 6,936

仕掛品 5,852 10,164

貯蔵品 259 830

その他 72,044 77,567

貸倒引当金 △4,001 △3,762

流動資産合計 1,087,117 1,352,979

固定資産   

有形固定資産 62,289 64,723

無形固定資産   

のれん 50,963 55,747

その他 40,423 43,502

無形固定資産合計 91,386 99,250

投資その他の資産   

営業保証金 146,793 146,732

敷金及び保証金 124,277 121,205

その他 108,036 163,183

貸倒引当金 △473 △7,091

投資その他の資産合計 378,633 424,030

固定資産合計 532,309 588,004

資産合計 1,619,426 1,940,983

負債の部   

流動負債   

買掛金 30,901 30,455

1年内返済予定の長期借入金 166,660 166,660

未払費用 127,789 147,715

未払法人税等 63,780 140,514

その他 69,178 62,230

流動負債合計 458,310 547,575

固定負債   

長期借入金 149,903 191,568

その他 2,750 2,750

固定負債合計 152,653 194,318

負債合計 610,963 741,893
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,459 451,459

資本剰余金 348,454 348,454

利益剰余金 507,473 490,601

自己株式 △306,810 △98,612

株主資本合計 1,000,577 1,191,904

新株予約権 7,885 7,186

純資産合計 1,008,463 1,199,090

負債純資産合計 1,619,426 1,940,983
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 485,037 597,723

売上原価 163,068 167,754

売上総利益 321,969 429,969

販売費及び一般管理費 222,285 265,816

営業利益 99,684 164,153

営業外収益   

受取利息 6 3

受取事務手数料 60 －

受取販売奨励金 123 76

その他 3 1

営業外収益合計 193 81

営業外費用   

支払利息 1,395 1,525

その他 414 50

営業外費用合計 1,810 1,576

経常利益 98,067 162,657

特別利益   

子会社株式売却益 7,956 －

特別利益合計 7,956 －

特別損失   

固定資産除却損 5,974 －

過年度貸倒引当金繰入額 6,000 －

特別損失合計 11,974 －

税金等調整前四半期純利益 94,049 162,657

法人税、住民税及び事業税 42,052 62,293

法人税等調整額 2,548 5,769

法人税等合計 44,600 68,063

四半期純利益 49,448 94,594
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11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 94,049 162,657

減価償却費 6,560 7,843

のれん償却額 5,652 4,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,983 △6,378

受取利息及び受取配当金 △6 △3

支払利息 1,395 1,525

子会社株式売却損益（△は益） △7,956 －

固定資産除却損 5,974 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,154 △21,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,838 4,348

仕入債務の増減額（△は減少） △2,064 445

未払費用の増減額（△は減少） △4,077 △19,925

その他 △10,772 5,135

小計 108,732 138,871

利息及び配当金の受取額 6 3

利息の支払額 △914 △1,540

法人税等の支払額 △66,920 △136,314

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,903 1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △478 △6,345

無形固定資産の取得による支出 △2,868 △379

無形固定資産の売却による収入 571 571

投資有価証券の売却による収入 － 50,000

子会社株式の取得による支出 △39,780 －

子会社株式の売却による収入 47,736 －

敷金及び保証金の差入による支出 △260 △3,072

貸付金の回収による収入 120 120

営業譲受による支出 △2,957 －

その他 △152 △1,223

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,930 39,670

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） △30,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △50,577 △41,665

自己株式の取得による支出 △97,200 △210,265

配当金の支払額 △20,860 △66,673

その他 － 600

財務活動によるキャッシュ・フロー 301,362 △318,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,195 △277,312

現金及び現金同等物の期首残高 337,940 754,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 682,136 476,855
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該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       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．各区分に属する主要な事業内容 

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
コンテンツ事業 

（千円） 
携帯電話販売事業

（千円） 
美容関連事業 

（千円） 
その他の事業 

（千円） 

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高  394,190  84,586  5,336  924

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,025  5,479  －

計  394,190  87,612  10,815  924

営業利益又は営業損失（△）   168,246  △5,400  1,614  △3,270

  
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  485,037  －  485,037

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,505  △8,505  －

計  493,543  △8,505  485,037

営業利益又は営業損失（△）   161,189  △61,505  99,684

事業区分 主要な事業内容 

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信  

 携帯電話販売事業  携帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売 

 美容関連事業  化粧品販売・エステティックサロン向けフリーペーパー 

 その他の事業  風水グッズ等の販売 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を

行う対象となっているものであります。 

 当社の事業分野は、事業の内容、その経済的特徴等を考慮し、「コンテンツ事業」、「携帯電話販売事

業」、「美容関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「コンテンツ事業」は、携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信を、「携帯電話販売事業」は、携

帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売を、「美容関連事業」は、化粧品販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）         （単位：千円）

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、風水グッズ等の販売を含んでおります。 

２.セグメント利益の調整額△87,394千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△87,400千円が含まれております。

全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。 

３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕

  

報告セグメント 

その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額（注３）

コンテン

ツ事業 

携帯電話

販売事業

美容関連

事業 
計 

 売上高                                

外部顧客への売上高  524,414  71,379  505  596,299  1,423  597,723  －  597,723

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  3,312  －  3,312  －  3,312  △3,312  －

計  524,414  74,692  505  599,612  1,423  601,035  △3,312  597,723

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
 251,339  60  △581  250,817  730  251,548  △87,394  164,153
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 当社は、平成22年11月29日付で、特定の株主から当社普通株式4,062株を210,265千円で取得いたしました。この

結果、自己株式が306,810千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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