
平成 23 年１月 14 日 

各      位 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 津田 由行 

          （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先  取締役管理部長 松本 豊一 

           Tel（06）6245－4415 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 23 年１月 12 日付「調査委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」において、過

年度決算を訂正する旨を公表いたしましたが、これに基づき「平成 22 年２月期 第３四半期決算短信」

の具体的な訂正箇所及び訂正内容が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 
訂正を行う「平成 22 年２月期 第３四半期決算短信」の概要 

決算期  平成 22 年２月期 第３四半期（平成 21 年３月１日～平成 21 年 11 月 30 日） 

公表日  平成 22 年１月 12 日 

平成 22 年２月 18 日（訂正） 

 

以 上 
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（訂正前） 

 

平成 22年２月期  第３四半期決算短信 
平成 22 年１月 12 日 

上場会社名        ステラ・グループ株式会社                        上場取引所 大 
コード番号        ８２０６               ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp/ 
代  表  者   （役職名） 代表取締役社長     （氏名） 古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名） 総務人事部長      （氏名） 津田 由行  TEL (03) 5425－2511 
四半期報告書提出予定日  平成 22 年１月 14 日 
配当支払開始予定日  ― 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年２月期第 3 四半期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 21 年 11 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２月期第３四半期 9,299 ― △313 ― △360 ― △485 ―

21 年２月期第３四半期 13,862 (△46.3) △1,270 ― △1,289 ― △1,798 ―

 

 
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２月期第３四半期 △2 02 ― ―

21 年２月期第３四半期 △7 84 ― ―

 
(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２月期第３四半期 11,175 6,294 33.7 15 71
21 年２月期 12,215 7,023 34.8 17 74

（参考）自己資本  22 年２月期第３四半期  3,766 百万円  21 年２月期 4,256 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

21 年２月期 ― ― ― ― ― 

22 年２月期 ―     

22 年２月期（予想）  ― ― ― ― 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
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（訂正後） 

 

平成 22年２月期  第３四半期決算短信 
平成 22 年１月 12 日 

上場会社名        ステラ・グループ株式会社                        上場取引所 大 
コード番号        ８２０６               ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp/ 
代  表  者   （役職名） 代表取締役社長     （氏名） 古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名） 総務人事部長      （氏名） 津田 由行  TEL (03) 5425－2511 
四半期報告書提出予定日  平成 22 年１月 14 日 
配当支払開始予定日  ― 

 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年２月期第 3 四半期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 21 年 11 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２月期第３四半期 9,299 ― △313 ― △360 ― △485 ―

21 年２月期第３四半期 13,862 (△45.9) △1,270 ― △1,289 ― △1,666 ―

 

 
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２月期第３四半期 △2 02 ― ―

21 年２月期第３四半期 △7 26 ― ―

 
(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２月期第３四半期 11,175 6,294 33.7 15 71
21 年２月期 12,215 7,023 34.8 17 74

（参考）自己資本  22 年２月期第３四半期  3,766 百万円  21 年２月期 4,256 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

21 年２月期 ― ― ― ― ― 

22 年２月期 ―     

22 年２月期（予想）  ― ― ― ― 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 
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（訂正前） 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日）におけるわが国経済は、昨年秋の世界的金

融危機の影響による景気低迷や昨今の急激な円高の進行等により、企業収益の悪化、それに伴う設備投資の減少、雇

用情勢の悪化が続き、依然として厳しい状況下で推移しました。 

 個人消費におきましても、政府の景気対策により一部に下げ止まりの動きも見られますが、景気の先行き不透明感

を払拭するまでには至らず、厳しい消費環境が続いております。 

 このような経済情勢の下、当社グループは当社及び連結子会社６社にて構成され、グループ各社が引き続きキャッ

シュ・フローを重視し、コストの削減に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。 

当社グループのコスト削減については、当第３四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は８億57百万円

と前年同期比４億54百万円の減少となり、当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は26億89百万円

となり、前年同期比16億44百万円の減少となりました。 

  

事業別の業績の状況は、以下の通りであります。 

婦人子供服販売事業におきましては、消費者の生活防衛意識が雇用情勢や所得環境の悪化により強まることで、節

約志向、低価格志向が高くなり、個人消費の意欲減退が一層顕著になった影響を強く受けております。このため、体

質強化を図るべく、不採算ならびにマーケット規模縮小の店舗の閉鎖、より一層のコスト削減等に努めましたが、業

績は苦戦する結果となりました。 

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業につきましては、景気低迷による企業収益の悪化による企業の広告宣伝

費削減の動きが依然として強く、厳しい状況が続いております。なお、当社は当第３四半期連結会計期間末をもって

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業部門を廃止することを、平成21年12月25日開催の当社取締役会において決

議しております。 

ＰＣ販売事業につきましては、依然として個人消費低迷の影響を受けておりますが、Windows７の発売を待つべ

く、ＰＣを買い控えていた層が平成21年10月のWindows７の発売により障害がなくなったことで、売上減少に歯止め

がかかる結果となりました。 

不動産事業につきましては、引き続き「完成物件の買取・再販事業」に経営資源を集中し、売上規模は縮小してお

りますが、収益確保にて推移しております。 

繊維事業につきましては、個人消費低迷、海外からの繊維製品の輸入増加、アパレルメーカーによる海外素材によ

る海外縫製シフト等により、国内生産需要は縮小傾向が続き、厳しい市況環境を反映するものとなりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、92億99百万円（前年同期比32.9%減）と前年同期に比べて大幅な

減少となりましたが、損益面におきましては、営業損失３億13百万円（前年同期は12億70百万円の営業損失）、経常

損失３億60百万円（前年同期は、12億89百万円の経常損失）、四半期純損失は４億85百万円（前年同期は17億98百万

円の四半期純損失）と前年同期に比べ改善いたしました。なお対前年同期比は、会計基準が異なるため、参考情報と

して記載しております。  

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
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（訂正後） 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日）におけるわが国経済は、昨年秋の世界的金

融危機の影響による景気低迷や昨今の急激な円高の進行等により、企業収益の悪化、それに伴う設備投資の減少、雇

用情勢の悪化が続き、依然として厳しい状況下で推移しました。 

 個人消費におきましても、政府の景気対策により一部に下げ止まりの動きも見られますが、景気の先行き不透明感

を払拭するまでには至らず、厳しい消費環境が続いております。 

 このような経済情勢の下、当社グループは当社及び連結子会社６社にて構成され、グループ各社が引き続きキャッ

シュ・フローを重視し、コストの削減に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。 

当社グループのコスト削減については、当第３四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費は８億57百万円

と前年同期比４億54百万円の減少となり、当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は26億89百万円

となり、前年同期比16億44百万円の減少となりました。 

  

事業別の業績の状況は、以下の通りであります。 

婦人子供服販売事業におきましては、消費者の生活防衛意識が雇用情勢や所得環境の悪化により強まることで、節

約志向、低価格志向が高くなり、個人消費の意欲減退が一層顕著になった影響を強く受けております。このため、体

質強化を図るべく、不採算ならびにマーケット規模縮小の店舗の閉鎖、より一層のコスト削減等に努めましたが、業

績は苦戦する結果となりました。 

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業につきましては、景気低迷による企業収益の悪化による企業の広告宣伝

費削減の動きが依然として強く、厳しい状況が続いております。なお、当社は当第３四半期連結会計期間末をもって

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業部門を廃止することを、平成21年12月25日開催の当社取締役会において決

議しております。 

ＰＣ販売事業につきましては、依然として個人消費低迷の影響を受けておりますが、Windows７の発売を待つべ

く、ＰＣを買い控えていた層が平成21年10月のWindows７の発売により障害がなくなったことで、売上減少に歯止め

がかかる結果となりました。 

不動産事業につきましては、引き続き「完成物件の買取・再販事業」に経営資源を集中し、売上規模は縮小してお

りますが、収益確保にて推移しております。 

繊維事業につきましては、個人消費低迷、海外からの繊維製品の輸入増加、アパレルメーカーによる海外素材によ

る海外縫製シフト等により、国内生産需要は縮小傾向が続き、厳しい市況環境を反映するものとなりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、92億99百万円（前年同期比32.9%減）と前年同期に比べて大幅な

減少となりましたが、損益面におきましては、営業損失３億13百万円（前年同期は12億70百万円の営業損失）、経常

損失３億60百万円（前年同期は、12億89百万円の経常損失）、四半期純損失は４億85百万円（前年同期は16億66百万

円の四半期純損失）と前年同期に比べ改善いたしました。なお対前年同期比は、会計基準が異なるため、参考情報と

して記載しております。  
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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

  
  (訂正前)  

（単位：千円）

     
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,196,185 3,068,454

  受取手形及び売掛金 854,352 983,845

  商品及び製品 1,209,481 1,232,574

  販売用不動産 1,768,520 1,432,757

  仕掛品 19,845 41,150

  仕掛販売用不動産 132,385 －

  原材料及び貯蔵品 1,716 1,729

  その他 785,387 686,365

  貸倒引当金 △9,189 △14,405

  流動資産合計 6,958,685 7,432,472

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 876,763 952,714

   土地 1,361,659 1,361,659

   その他（純額） 35,129 48,838

   有形固定資産合計 2,273,552 2,363,212

  無形固定資産 

   のれん 170,254 177,734

   その他 36,453 49,512

   無形固定資産合計 206,708 227,246

  投資その他の資産 

   投資有価証券 33,047 158,694

   長期貸付金 769,865 851,765

   差入保証金 1,694,530 1,828,176

   長期未収入金 906,804 933,891

   その他 394,568 484,268

   貸倒引当金 △2,070,311 △2,082,192

   投資その他の資産合計 1,728,505 2,174,604

  固定資産合計 4,208,766 4,765,063

 繰延資産 8,341 18,399

 資産合計 11,175,793 12,215,935
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（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,041,878 1,205,021

  短期借入金 1,961,666 2,003,724

  未払法人税等 36,514 59,785

  賞与引当金 28,783 23,509

  役員賞与引当金 － 3,251

  店舗閉鎖損失引当金 156,752 30,758

  違約金損失引当金 32,000 33,600

  その他 359,452 483,502

  流動負債合計 3,617,047 3,843,151

 固定負債 

  長期借入金 677,298 858,340

  繰延税金負債 125,985 107,541

  退職給付引当金 110,545 133,481

  負ののれん 115,550 －

  長期預り保証金 151,218 154,269

  その他 83,360 95,156

  固定負債合計 1,263,958 1,348,789

 負債合計 4,881,006 5,191,940

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 6,622,518 6,622,518

  資本剰余金 6,273,015 6,273,015

  利益剰余金 △9,128,165 △8,612,012

  自己株式 △188 △184

  株主資本合計 3,767,179 4,283,336

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △1,075 △26,380

  評価・換算差額等合計 △1,075 △26,380

 新株予約権 37,626 111,058

 少数株主持分 2,491,056 2,655,980

 純資産合計 6,294,787 7,023,995

負債純資産合計 11,175,793 12,215,935
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  (訂正後)  

（単位：千円）

     
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,196,185 3,068,454

  受取手形及び売掛金 854,352 983,845

  商品及び製品 1,209,481 1,232,574

  販売用不動産 1,768,520 1,432,757

  仕掛品 19,845 41,150

  仕掛販売用不動産 132,385 －

  原材料及び貯蔵品 1,716 1,729

  その他 785,387 686,365

  貸倒引当金 △9,189 △14,405

  流動資産合計 6,958,685 7,432,472

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 876,763 952,714

   土地 1,361,659 1,361,659

   その他（純額） 35,129 48,838

   有形固定資産合計 2,273,552 2,363,212

  無形固定資産 

   のれん 170,254 177,734

   その他 36,453 49,512

   無形固定資産合計 206,708 227,246

  投資その他の資産 

   投資有価証券 33,047 158,694

   長期貸付金 769,865 851,765

   差入保証金 1,694,530 1,828,176

   長期未収入金 667,804 694,891

   その他 394,568 484,268

   貸倒引当金 △1,831,311 △1,843,192

   投資その他の資産合計 1,728,505 2,174,604

  固定資産合計 4,208,766 4,765,063

 繰延資産 8,341 18,399

 資産合計 11,175,793 12,215,935
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（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年２月28日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,041,878 1,205,021

  短期借入金 1,961,666 2,003,724

  未払法人税等 36,514 59,785

  賞与引当金 28,783 23,509

  役員賞与引当金 － 3,251

  店舗閉鎖損失引当金 156,752 30,758

  違約金損失引当金 32,000 33,600

  その他 359,452 483,502

  流動負債合計 3,617,047 3,843,151

 固定負債 

  長期借入金 677,298 858,340

  繰延税金負債 125,985 107,541

  退職給付引当金 110,545 133,481

  負ののれん 115,550 －

  長期預り保証金 151,218 154,269

  その他 83,360 95,156

  固定負債合計 1,263,958 1,348,789

 負債合計 4,881,006 5,191,940

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 6,622,518 6,622,518

  資本剰余金 6,273,015 6,273,015

  利益剰余金 △9,128,165 △8,612,012

  自己株式 △188 △184

  株主資本合計 3,767,179 4,283,336

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △1,075 △26,380

  評価・換算差額等合計 △1,075 △26,380

 新株予約権 37,626 111,058

 少数株主持分 2,491,056 2,655,980

 純資産合計 6,294,787 7,023,995

負債純資産合計 11,175,793 12,215,935
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

（訂正前）  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  13,862,121

Ⅱ 売上原価  10,798,386

売上総利益  3,063,735

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,333,922

営業損失  1,270,187

Ⅳ 営業外収益  89,672

Ⅴ 営業外費用  108,652

経常損失  1,289,167

Ⅵ 特別利益  183,538

Ⅶ 特別損失  3,140,905

税金等調整前四半期純損失  4,246,534

法人税、住民税及び事業税  18,122

少数株主損失  2,466,018

四半期純損失  1,798,638
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(訂正後）  

   

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  13,862,121

Ⅱ 売上原価  10,798,386

売上総利益  3,063,735

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,333,922

営業損失  1,270,187

Ⅳ 営業外収益  89,672

Ⅴ 営業外費用  108,652

経常損失  1,289,167

Ⅵ 特別利益  183,740

Ⅶ 特別損失  2,816,107

税金等調整前四半期純損失  3,921,534

法人税、住民税及び事業税  18,122

少数株主損失  2,273,367

四半期純損失  1,666,290
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

（訂正前）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  △4,246,534

 減価償却費   103,533

 のれん償却額   305,400

 繰延資産償却額  12,360

 減損損失  23,202

 たな卸資産評価損  1,707,417

 投資有価証券評価損  332,009

 投資有価証券売却益  △14,073

 固定資産除却損  58,424

 固定資産売却損  1,352

 受取利息及び受取配当金  △55,343

 支払利息  77,663

 貸倒引当金増加額  486,787

 退職給付引当金減少額  △1,702

 売上債権の減少額  153,792

 不動産共同事業出資金の 
 減少額  

 363,300

 たな卸資産の増加額  △149,094

 仕入債務の減少額  △3,843

 流動資産その他の減少額  197,532

 流動負債その他の減少額  △138,234

 その他  63

小計  △785,986

 利息及び配当金の受取額  55,298

 利息の支払額  △65,953

 法人税等の還付額  81,854

 法人税等の支払額  △85,133

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △799,920
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

 固定資産の取得による 
 支出  

 △35,375

 固定資産の売却による 
 収入  

 41,797

 長期性預金の払戻による 
 収入  

 120,000

 投資有価証券の売却 
 による収入  

 35,404

 連結範囲の変更を伴う 
 子会社株式の取得に 
 よる支出 

 △82,525

 連結子会社株式追加取得 
 による支出  

 △176,750

 差入保証金の支払による 
 支出  

 △12,844

 差入保証金の回収による 
 収入  

 207,117

 短期貸付金の純増額  △40,000

 長期貸付金の貸付による 
 支出  

 △500

 長期貸付金の回収による 
 収入  

 265,000

 その他  38,023

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 359,346

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

 株式の発行による収入  1,111,367

 社債償還による支出  △45,000

 短期借入金の純増減  △725,800

 長期借入金の借入による 
 収入  

 88,740

 長期借入金の返済による 
 支出  

 △254,760

 自己株式の取得による 
 支出 

 △25

 連結子会社の配当金の 
 支払額  

 △102,674

 その他  △17,322

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 54,524

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 2,724

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

 △383,324

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 3,194,029

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 2,810,704
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（訂正後）  

  

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  △3,921,534

 減価償却費   103,533

 のれん償却額   305,400

 繰延資産償却額  12,360

 減損損失  23,202

 たな卸資産評価損  1,707,417

 投資有価証券評価損  332,009

 投資有価証券売却益  △14,073

 固定資産除却損  58,424

 固定資産売却損  1,352

 受取利息及び受取配当金  △55,343

 支払利息  77,663

 貸倒引当金増加額  161,787

 退職給付引当金減少額  △1,702

 売上債権の減少額  153,792

 不動産共同事業出資金の 
 減少額  

 363,300

 たな卸資産の増加額  △149,094

 仕入債務の減少額  △3,843

 流動資産その他の減少額  197,532

 流動負債その他の減少額  △138,234

 その他  63

小計  △785,986

 利息及び配当金の受取額  55,298

 利息の支払額  △65,953

 法人税等の還付額  81,854

 法人税等の支払額  △85,133

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △799,920
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

 固定資産の取得による 
 支出  

 △35,375

 固定資産の売却による 
 収入  

 41,797

 長期性預金の払戻による 
 収入  

 120,000

 投資有価証券の売却 
 による収入  

 35,404

 連結範囲の変更を伴う 
 子会社株式の取得に 
 よる支出 

 △82,525

 連結子会社株式追加取得 
 による支出  

 △176,750

 差入保証金の支払による 
 支出  

 △12,844

 差入保証金の回収による 
 収入  

 207,117

 短期貸付金の純増額  △40,000

 長期貸付金の貸付による 
 支出  

 △500

 長期貸付金の回収による 
 収入  

 265,000

 その他  38,023

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 359,346

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

     

 株式の発行による収入  1,111,367

 社債償還による支出  △45,000

 短期借入金の純増減  △725,800

 長期借入金の借入による 
 収入  

 88,740

 長期借入金の返済による 
 支出  

 △254,760

 自己株式の取得による 
 支出 

 △25

 連結子会社の配当金の 
 支払額  

 △102,674

 その他  △17,322

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 54,524

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 2,724

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額） 

 △383,324

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 3,194,029

Ⅶ 現金及び現金同等物の
四半期末残高 

 2,810,704
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