
  

１．平成23年２月期第３四半期の業績（平成22年３月１日～平成22年11月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年２月期の業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年２月期第３四半期  22,082  △15.1  △355  －  △477  －  2,286  －

22年２月期第３四半期  26,011  －  △1,642  －  △1,807  －  △1,904  －

  
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２月期第３四半期 67.87  59.60

22年２月期第３四半期 △56.53  －

  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２月期第３四半期  16,159  1,011  6.3 30.04

22年２月期  17,140  △1,275  △7.4 △37.84

（参考）自己資本 23年２月期第３四半期 1,011百万円 22年２月期 △1,275百万円

  
１株当たり配当金（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２月期  － 0.00 － 0.00  0.00

23年２月期  － 0.00 －     

23年２月期（予想）       0.00  0.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無

  （％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  29,380  △16.7  △180  －  △320  －  2,260  －  67.07

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無



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

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

   （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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きを実施しております。 

  

※  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算定したものであり、実際の業績は今後様々

な要因により、予想数値と異なる場合があります。 

  

  

（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

①  会計基準等の改正に伴う変更 無 

②  ①以外の変更 有 

①  期末発行済株式数（自己株

式を含む） 
23年２月期第３四半期 33,717,840株 22年２月期 33,717,840株 

②  期末自己株式数 23年２月期第３四半期 25,762株 22年２月期 24,991株 

③  期中平均株式数（四半期累

計期間） 
23年２月期第３四半期 33,692,154株 22年２月期第３四半期 33,693,327株 
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（１）経営成績に関する定性的情報   

   当第３四半期累計期間（平成22年３月１日～平成22年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善が続 

  き、また、個人消費についても持ち直しの傾向がみられたものの、海外景気の下振れ懸念や失業率が高水準にあ 

  るなど、不安定な状況が続いております。 

   このような状況の中で当社は、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定めて経常損益の 

  黒字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低減を進めると同 

  時に財務体質の強化を進めてまいりました。 

   売上効率の向上につきましては、４店舗の新規出店、28店舗の退店と賃借面積の縮小を含む18店舗の改装を実 

  施するとともに、業務改革推進部を中心に業務インフラの再整備を進めてまいりました。 

   人件費率の低減につきましては、平成22年５月20日付で実施した175名の希望退職と正社員の給与カット、総労

  働時間数の圧縮を実施しました。  

   物件費率の低減につきましては、上記の賃借面積縮小を伴う改装に加え、賃貸借条件の変更を進めました。ま 

  た、縮小・移転した自社ロジスティクスセンターは平成22年３月10日より稼働し、倉庫賃借料と物流費の圧縮に 

  寄与しております。 

   財務体質の強化につきましては、平成22年５月６日付でのぞみ債権回収株式会社より30億円の債務免除をう 

  け、前事業年度末においてマイナスとなった株主資本の増強を果たしました。 

   当社は、音楽・映像ソフト販売の専門店として、従来のパッケージソフトの販売に留まらず、お客様の音楽に

  関するライフスタイル全般をご提案できる「音楽生活提案のリーディングカンパニー」を目指しております。よ 

  り幅広い音楽・映像ソフトの楽しみ方をご提案すべく、需要が急速に拡大しているスマートフォン（高機能型携 

  帯電話）のテスト販売を平成22年９月より開始いたしました。  

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、220億82百万円（前年同期は260億11百万円）となりました。 

   事業別の売上高の状況は、音楽事業においては、低調な個人消費の影響に加え、音楽・映像ソフトの生産実績 

  は引き続き前年を下回るなど販売環境の改善が進まず、音楽事業の当第３四半期累計期間の売上高は213億円27 

  百万円（前年同期は250億63百万円）となりました。また、書籍事業の売上高は６億48百万円（前年同期は９億 

  32百万円）、不動産賃貸その他売上高が、１億６百万円(前年同期は14百万円）となりました。 

   利益面では、当第３四半期累計期間の営業損失は３億55百万円（前年同期は16億42百万円の損失）、経常損失 

  は４億77百万円（前年同期は18億７百万円の損失）となり、四半期純利益は22億86百万円（前年同期は19億４百 

    万円の損失）となりました。  

    なお、平成22年11月30日現在の店舗数は173店舗（前事業年度末比24店舗減少）であります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

   当第３四半期会計期間期末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。 

  

  資産の部においては、棚卸資産の増加が１億６百万円あったものの、敷金及び保証金の純減額が６億99百万あ 

 ったことなどにより、161億59百万円となりました。 

    負債の部においては、買掛金が５億69百万円増加したものの債務免除により借入金が30億円減少したこと、退 

      職給付引当金が３億円減少したこと等により32億68百万円減少し、151億47百万円となりました。 

   純資産の部においては、債務免除に伴う特別利益を計上したことから、22億87百万円増加し、10億11百万円と 

  なりました  

   （キャッシュ・フローの状況 ） 

   当第３四半期会計期間末における現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して３億64百 

  万円減少し、５億２百万円となりました。 

  

   当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動による資金の減少は７億27百万円（前年同四半期は12億99百万円の減少）となりました。これは主 

    に、仕入債務の増加により３億77百万円増加したものの、売上債権の増加により1億３百万円減少、また退職給 

    付引当金が３億円減少したことによるものであります。 

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動による資金の増加は４億82百万円（前年同四半期は８億82百万円の増加）となりました。これは主 

    に、閉店などに伴う敷金保証金の回収による収入が８億66百万円あったことによるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動による資金の減少は１億17百万円（前年同四半期は２億円の減少）となりました。これは、長期借入 

  金の返済が１億17百万円あったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

   平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年７月14日に公表いたしました業績予想を修正しており 

  ます。平成23年１月11日付公表の「平成23年２月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

1.簡便な会計処理  

①  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。 

  

②  たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実施棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地

棚卸高を基礎として合理的方法により算出する方法によっております。 

  

③  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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

  税金費用の計算  

   税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

  用後の実行税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   （四半期損益計算書）  

       前第３四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、営

      業外収益総額の100分20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとしました。 

        なお、前第３四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取補償金」は1,743千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

        当社は５期連続して経常損失を計上しておりますが、当第３四半期累計期間におきましても、経常損失４億 

      77百万円を計上したことにより、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。 

  

    当社ではこのような状況を解消するため、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定め 

      て経常損益の黒字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低 

      減を進めております。合理化を実施した後の第２四半期では経常黒字となり、構造的な改善は進んでおります 

   が、第１四半期の経常損失４億19百万円を取り返すまでには至らず、通期で３億20百万円の経常損失となる 

   見込みです。  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,252,762 1,616,883

受取手形及び売掛金 1,345,928 1,242,687

商品及び製品 7,156,442 7,050,432

その他 337,749 335,137

貸倒引当金 △7,960 △7,433

流動資産合計 10,084,922 10,237,707

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 972,664 1,063,313

構築物（純額） 747 954

工具、器具及び備品（純額） 244,052 293,351

土地 1,873,478 1,873,478

建設仮勘定 700 1,195

有形固定資産合計 3,091,642 3,232,292

無形固定資産 152,792 170,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,819,142 3,518,410

その他 225,796 291,657

貸倒引当金 △214,400 △309,646

投資その他の資産合計 2,830,538 3,500,420

固定資産合計 6,074,974 6,903,214

資産合計 16,159,896 17,140,921

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,947,138 2,569,743

1年内返済予定の長期借入金 400,000 500,000

未払法人税等 94,441 118,389

その他 524,047 656,409

流動負債合計 3,965,627 3,844,543

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 8,695,444 11,712,646

退職給付引当金 1,169,692 1,469,947

その他の引当金 － 27,955

その他 317,176 360,927

固定負債合計 11,182,313 14,571,476

負債合計 15,147,940 18,416,019
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,504,548 4,504,548

資本剰余金 738,756 738,756

利益剰余金 △2,755,640 △5,042,160

自己株式 △9,541 △9,504

株主資本合計 2,478,123 191,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,121 △3,691

土地再評価差額金 △1,463,046 △1,463,046

評価・換算差額等合計 △1,466,167 △1,466,737

純資産合計 1,011,955 △1,275,098

負債純資産合計 16,159,896 17,140,921
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 26,011,091 22,082,743

売上原価 18,720,931 15,512,374

売上総利益 7,290,160 6,570,368

販売費及び一般管理費 8,932,596 6,926,247

営業損失（△） △1,642,435 △355,879

営業外収益   

受取利息 5,089 3,198

受取配当金 421 438

受取手数料 37,916 31,671

受取補償金 － 21,764

その他 16,962 8,127

営業外収益合計 60,389 65,200

営業外費用   

支払利息 206,094 163,879

その他 19,392 23,160

営業外費用合計 225,487 187,039

経常損失（△） △1,807,533 △477,718

特別利益   

固定資産売却益 9,499 1,637

移転補償金 22,028 26,718

退職給付引当金戻入額 － 290,736

債務免除益 － 3,000,000

貸倒引当金戻入額 41,735 95,246

その他 5,510 44,460

特別利益合計 78,774 3,458,799

特別損失   

固定資産売却損 12,993 －

固定資産除却損 28,983 175,674

たな卸資産処分損 40,880 －

退職特別加算金 － 429,737

その他 4,315 11,732

特別損失合計 87,172 617,145

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,815,932 2,363,935

法人税等 88,614 77,415

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,904,546 2,286,520
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△1,815,932 2,363,935

減価償却費 265,213 204,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,735 △94,719

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,224 △300,255

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,284 △27,955

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △21,906 －

受取利息 △5,089 △3,198

受取配当金 △421 △438

支払利息 206,094 163,879

固定資産除却損 28,983 175,674

ゴルフ会員権評価損 400 －

債務免除益 － △3,000,000

退職特別加算金 － 429,737

有形固定資産売却損益（△は益） 3,494 △1,637

売上債権の増減額（△は増加） 246,491 △103,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △530,056 △106,010

仕入債務の増減額（△は減少） 1,055,655 377,394

未払又は未収消費税等の増減額 5,630 △77,705

その他 △335,041 △138,374

小計 △958,159 △138,511

利息及び配当金の受取額 5,578 3,829

利息の支払額 △208,694 △164,893

確定拠出年金移換金支払額 △29,259 △100,089

特別退職金の支払額 － △234,795

保険金の受取額 － 8,368

法人税等の支払額 △108,643 △101,363

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,299,178 △727,456

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 △334,613 △125,743

有形固定資産の売却による収入 163,724 1,637

固定資産の除却による支出 － △89,683

投資有価証券の取得による支出 △997 △1,130

投資有価証券の売却による収入 － 11,996

敷金及び保証金の差入による支出 △114,967 △190,015

敷金及び保証金の回収による収入 1,165,932 866,314

貸付けによる支出 △3,430 －

貸付金の回収による収入 6,810 8,830

投資活動によるキャッシュ・フロー 882,459 482,206
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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 290,000 －

短期借入金の返済による支出 △10,000 －

長期借入金の返済による支出 △480,788 △117,201

自己株式の取得による支出 △36 △36

配当金の支払額 － △461

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,824 △117,699

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,501 △1,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △619,044 △364,120

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,786 866,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 542,741 502,762
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      当社は５期連続して経常損失及び当期純損失を計上しておりますが、当第３四半期累計期間におきましても、経

   常損失４億77百万円を計上したことにより、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。 

    当社ではこのような状況を解消するため、当事業年度を再生のための「中期事業計画」の仕上げの年と定めて経

   常損益の黒字化を実現すべく「第48期事業計画」を策定し、売上効率の向上、人件費率及び物件費率の低減を進め

   ております。  

    売上効率の向上につきましては、前期までに実施してきた各種の施策に加え、28店舗の退店と賃借面積の縮小を

   含む18店舗の改装を実施するとともに、新たに設置した業務改革推進部を中心に店頭業務のインフラの再整備を進

   めております。  

    人件費率の低減につきましては、希望退職募集を行い平成22年５月20日付で175名が退職し、かつ、給与減額の 

   拡大についても労使の合意に到りました。また、物件費率の低減につきましては、上記の賃借面積縮小を伴う改装

   に加え、賃貸借条件の変更交渉を進めており、販管費の削減が着実に進捗しております。 

    なお、現状の損益見込みのまま推移した場合、のぞみ債権回収株式会社と締結している「金銭準消費貸借契約 

   書」並びに「金銭準消費貸借契約書の変更等に関する覚書」における財務制限条項に抵触する可能性があることか

   ら、その回避方法について同社へ協議を申入れをしております。  

    以上の対応策を実行中ですが、当社の売上高は今後の消費動向や音楽映像ソフトメーカーの生産実績の増減に大

   きな影響を受けるため、収益化体質への転換が計画通りに進捗出来ない等の可能性があり、また財務制限条項に関

   して先方からの最終的な意思表明が行われていないことから、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、上記のような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。 

  

  

  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）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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（１）生産、受注及び販売の状況 

(1）商品仕入実績 

 当第３四半期累計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   なお、不動産のテナント賃貸による費用を「その他」に計上しております。  

  

 当第３四半期会計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   なお、不動産のテナント賃貸による費用を「その他」に計上しております。  

  

(2）販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          なお、不動産のテナント賃貸による収益を「その他」に計上しております。 

  

 当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          なお、不動産のテナント賃貸による収益を「その他」に計上しております。 

４．補足情報

事業部門の名称 
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）    15,282,992    76.5

書籍事業（千円）    311,948    44.6

その他（千円）    23,447    399.5

合計（千円）    15,618,387    75.5

事業部門の名称 
当第３四半期会計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）    5,243,117    71.2

書籍事業（千円）  106,208  43.5

その他（千円）  10,878  533.4

合計（千円）  5,360,203  70.5

事業部門の名称 
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）  21,327,993  85.0

書籍事業（千円）  648,746  69.5

その他（千円）  106,004  746.8

合計（千円）  22,082,743  84.8

事業部門の名称 
当第３四半期会計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同四半期比（％） 

音楽事業（千円）  6,682,802  80.2

書籍事業（千円）  124,518  41.7

その他（千円）  42,435  841.1

合計（千円）  6,849,755  79.3
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（２）設備投資、減価償却費、研究開発費の実績値・予想値   

(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期会計期間において、重要な設備の新設等については、次のとおりであります。 

 （注）金額には消費税等は含まれておりません。 

   

(2）設備の新設、除却等の計画 

  当第３四半期会計期間において、前事業年度中に計画中であった重要な設備の新設に完了したものは、 

「（１）主要な設備の状況」記載してあります。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門別の

名称 
設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人) 
建物

工具、器具

及び備品 
敷金及び

保証金 
合計 

キャナルシティ博多店 
（福岡県福岡市博多区） 

音楽事業 
新設店 

(賃借店)  
 －  587  3,438  4,025  3

ロックインキャナルシテ

ィ博多店 

 （福岡県福岡市博多区） 
音楽事業 

新設店 

(賃借店) 
 －  7,017  5,967  12,984  3
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（３）四半期損益計算書  

(1）第３四半期会計期間 

（４）表示方法の変更  

  （単位：千円）

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

売上高   8,627,899   6,849,755

売上原価   6,242,629   4,820,201

売上総利益   2,385,270   2,029,553

販売費及び一般管理費   2,879,482   2,089,180

営業損失（△）   △494,212   △59,626

営業外収益     

受取利息   1,415   951

受取配当金   28   156

受取手数料   13,870   11,566

受取補償金   ─   21,257

その他   2,507   1,925

営業外収益合計   17,820   35,857

営業外費用        

支払利息   69,327   51,235

その他   1,626   8,570

営業外費用合計   70,953   59,805

経常利益又は経常損失（△）   △547,344   △83,574

特別利益        

固定資産売却益   7,921   78

移転補償金   4,406   ─

貸倒引当金戻入額   2,630   17

その他    5   3

特別利益合計   14,963   99

特別損失        

固定資産売却損   12,993   ─

固定資産除却損   15,545   35,433

その他   736   ─

特別損失合計   29,275   35,433

税引前四半期純損失（△）   △561,657   △118,908

法人税等   28,138   25,805

四半期純損失（△）   △589,796   △144,713

当第３四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

（四半期損益計算書） 

 前第３四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、営業外

収益総額の100分20を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することとしました。 

 なお、前第３四半期会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取補償金」は289千円であります。 
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