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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 23,718 16.7 △179 ― △203 ― △220 ―
22年3月期第3四半期 20,317 7.2 △197 ― △184 ― △369 ―

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3月期第3四半期 △4.41 ―
22年3月期第3四半期 △7.39 ―

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3月期第3四半期 11,560 7,125 61.6 142.49
22年3月期 12,413 7,350 59.2 147.00

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,125百万円 22年3月期  7,350百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 33,595 19.8 △120 ― △162 ― △91 ― △1.82



(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） 

※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きは終了しておりません。 

※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。 
 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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3月期3Q 50,020,000株 22年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  13,743株 22年3月期  11,843株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 50,007,094株 22年3月期3Q 50,009,330株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループは、当連結会計年度よりセグメント情報の表示および内訳を変更しております。変更に伴い、前連

結会計年度との比較は省略しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策の駆け込み需要があったものの、エコポ

イントの半減、エコカー減税の終了に伴う消費の悪化、急激な円高による企業収益の圧迫、失業率の高止まりな

ど、先行き不透明感は持続し、経済全体が「足踏み状態」の結果となりました。 

 このような情勢のもと、当社グループにおきましては、３期連続で当期純損失の計上見込みとなりましたことか

ら、５つの事業による早期の改善に取組んでまいりました。 

 しかしながら、各事業の進捗の遅れ、一部事業の環境変化による収益性の低下から、売上高23,718百万円（前年

同期比116.7％）、営業損失179百万円（前年同期は営業損失197百万円）、経常損失203百万円（前年同期は経常損

失184百万円）、四半期純損失220百万円（前年同期は四半期純損失369百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

〈業務受託事業〉 

 業務受託事業は、自治体等からの業務受託拡大に取組んでまいりましたが、戦略的な人員配置によりコストが増

加いたしました。また、ビジネスモデルの転換に伴い一部業務受託の中止、収益性の低下などから、売上高511百

万円、営業利益4百万円となりました。 

  

〈パーキング事業〉 

 パーキング事業は、車室数の規模拡大を目指し、落札には至りませんでしたが地方公共団体の入札に参加するな

ど新たな展開に取組み、110車室を開設、32車室を閉鎖いたしました結果、車室数は1,836車室（当連結会計年度第

２四半期末1,758車室）となりました。コスト改善にも継続的に取組んできたことから収益力は向上し、売上高510

百万円、営業利益51百万円となりました。 

  

〈リセール事業〉 

 リセール事業は、株式会社甲南チケットが当第３四半期連結累計期間に新たに10店舗出店し、店舗数は45店舗

（業務提携店６店舗含む）へ拡大いたしました。品揃えの多様化、化粧品委託販売に加え、チケット自動販売機を

コンビニエンスストアやホテルに単独設置するなど業容の拡大に取組んでまいりましたが、収益性の高い販売商材

の減少などにより、売上高12,967百万円、営業利益40百万円となりました。 

  

〈ファクタリング事業〉 

 ファクタリング事業は、旅行バウチャー券のファクタリング、一般債権ファクタリング、手数料率の改定に取組

んでまいりましたが、旅行クーポン券の流通量の減少、額面の少額化などにより、売上高9,251百万円、営業利益

30百万円となりました。 

  

〈その他事業〉 

 その他事業につきましては、繊維仲介業務、不動産売買・賃貸業務に加え、ファクタリング事業取引先に向けた

地上デジタル放送対応テレビのレンタル業務は堅調に推移いたしましたが、新規事業であるブランドバッグレンタ

ルサービス「Styloop」の会員獲得、稼働率が伸び悩む結果となりました。また、広告費などの投資コストが先行

いたしました結果、売上高482百万円、営業損失4百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産額は、11,560百万円となり、前連結会計年度末に比べ853百万円減少いたしました。 

負債総額は、4,435百万円となり、前連結会計年度末に比べ627百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金

が減少したことによるものであります。 

 純資産総額は、7,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ225百万円減少いたしました。主な要因は、四半期

純損失の計上によるものであります。なお、この結果、自己資本比率は61.6%となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

252百万円（18.1%）減少し、当第３四半期累計期間末は1,144百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計

期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、231百万円（前年同四半期は27百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失の204百万円の計上や仮受金の減少304百万円があったものの、売上債権が

618百万円減少したこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、152百万円（前年同四半期は612百万円の使用）となりました。 

これは、主に固定資産の取得による支出124百万円があったこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、331百万円（前年同四半期は1,282百万円の獲得）となりました。 

これは、主に短期借入金の返済1,540百万円及び長期借入金の返済126百万円があったものの、短期借入金の調達

700百万円及び長期借入金の調達598百万円並びに社債の発行による収入90百万円があったこと等によるものであり

ます。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月22日に公表いたしました平成23年３月期連結業績予想に変更はございません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生 

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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、これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報



（４）追加情報  

（支払利息の計上方法）   

    前連結会計年度まで、支払利息については、金融収益に対応するものが大半であったために、その全額を売上原

価に賦課しておりましたが、昨今の事業構造の変化により資金使途が多様化し、第１四半期連結会計期間より、金

融収益に対応する支払利息については売上原価に、それ以外は営業外費用に計上しております。 

    その配分方法は、総資産を営業貸付金収益及び買取債権回収高に対応する資産とその他の資産に区分し、総資産

に対する当該資産の残高比で売上原価と営業外費用に配賦しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  当社グループは、前連結会計年度において２期連続で営業キャッシュ・フローがマイナスであったことに加え、

335百万円の営業損失および443百万円の当期純損失を計上しました。当第３四半期連結累計期間においては、営業

キャッシュ・フローは231百万円のプラスとなりましたが、179百万円の営業損失および220百万円の四半期純損失

を計上したことから、継続企業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。 

 当該状況を解消すべく、当社グループの事業における選択と集中を行うとともに、収益性の強化と財務体質の改

善を図るため、以下のような施策に取組んでまいります。 

  

①営業施策 

当社グループは、中期経営計画達成に向け、「５つの事業領域の最大化を図り、強固な収益基盤の構築の完

結」に向け取組んでまいりますが、とりわけパーキング事業およびリセール事業ならびにファクタリング事業

の収益力を高め、利益の確保とキャッシュ・フローの健全化に努めてまいります。 

イ．パーキング事業 

パーキング事業の規模拡大とコスト削減による収益改善を図るとともに、不稼動不動産の有効活用および

早期処分に努めてまいります。 

ロ．リセール事業 

連結子会社である㈱甲南チケットにおきましては、高収益商材を確保するとともに店舗形態の多様化に取

組み、販売強化に努めてまいります。 

ハ．ファクタリング事業 

旅行クーポン債権以外の債権買取を推進し、事業領域の拡大に努めてまいります。 

  

②経営効率の改善 

 コスト削減を含めた経営の合理化を図ってまいります。 

  

③資金の確保 

 資金需要に応じ、取引金融機関からの円滑な資金調達を図ってまいります。 

  

以上の対応策をとっていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断

しております。  



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12月31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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,144,034 1,396,613

受取手形及び売掛金 150,375 147,935

ファクタリング債権 1,243,766 1,625,415

割賦売掛金 603,335 842,463

営業貸付金 859,761 888,047

商品及び製品 673,230 520,359

仕掛品 37,304 35,126

販売用不動産 410,189 468,306

繰延税金資産 14,134 14,134

その他 156,151 170,928

貸倒引当金 △46,286 △39,091

流動資産合計 5,245,997 6,070,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,434,644 1,406,896

減価償却累計額 △671,546 △651,745

建物及び構築物（純額） 763,098 755,151

機械装置及び運搬具 3,258 128,850

減価償却累計額 △2,314 △124,745

機械装置及び運搬具（純額） 944 4,104

土地 4,236,990 4,232,059

リース資産 146,669 139,572

減価償却累計額 △83,988 △62,574

リース資産（純額） 62,680 76,998

レンタル資産 63,214 22,626

減価償却累計額 △6,973 △203

レンタル資産（純額） 56,241 22,423

その他 189,557 161,018

減価償却累計額 △129,214 △105,526

その他（純額） 60,343 55,492

有形固定資産合計 5,180,297 5,146,228

無形固定資産   

のれん 682,067 759,603

その他 49,921 44,458

無形固定資産合計 731,988 804,061

投資その他の資産   

投資有価証券 162,259 167,791

その他 240,210 225,595

投資その他の資産合計 402,470 393,387

固定資産合計 6,314,756 6,343,677

資産合計 11,560,754 12,413,917



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 115,982 106,220

短期借入金 2,123,000 2,963,500

1年内返済予定の長期借入金 273,355 162,960

リース債務 31,566 34,114

未払法人税等 19,661 42,246

賞与引当金 22,949 42,111

割賦利益繰延 23,260 38,903

その他 246,200 511,534

流動負債合計 2,855,974 3,901,590

固定負債   

長期借入金 1,147,295 785,900

社債 301,200 235,600

リース債務 54,319 70,923

退職給付引当金 44,375 40,783

役員退職慰労引当金 18,554 13,799

繰延税金負債 135 834

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,579,379 1,161,340

負債合計 4,435,354 5,062,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 1,066,153 1,287,226

自己株式 △1,409 △1,301

株主資本合計 7,129,432 7,350,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,032 373

評価・換算差額等合計 △4,032 373

純資産合計 7,125,400 7,350,986

負債純資産合計 11,560,754 12,413,917



（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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,317,873 23,718,731

売上原価 19,296,040 22,695,020

売上総利益 1,021,833 1,023,711

販売費及び一般管理費 1,218,976 1,203,621

営業損失（△） △197,142 △179,910

営業外収益   

受取利息 670 146

受取配当金 1,974 2,006

受取賃貸料 13,297 10,902

業務受託手数料 5,591 9,912

受取手数料 － 10,246

その他 12,865 4,666

営業外収益合計 34,400 37,881

営業外費用   

支払利息 5,275 51,687

社債発行費 2,649 1,853

店舗閉鎖費用 4,363 2,663

その他 9,374 5,360

営業外費用合計 21,663 61,564

経常損失（△） △184,405 △203,593

特別利益   

前期損益修正益 6,541 －

遅延損害金 31,118 －

特別利益合計 37,659 －

特別損失   

固定資産売却損 25,586 1,384

リース解約損 2,341 －

投資有価証券評価損 1,123 －

特別損失合計 29,051 1,384

税金等調整前四半期純損失（△） △175,798 △204,977

法人税、住民税及び事業税 26,324 15,677

法人税等調整額 167,195 －

法人税等合計 193,519 15,677

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △220,655

四半期純損失（△） △369,317 △220,655



（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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △175,798 △204,977

減価償却費 97,445 87,376

のれん償却額 67,277 84,774

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,632 7,195

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,114 △19,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,821 3,591

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,391 4,754

受取利息及び受取配当金 △2,645 △2,152

支払利息 5,275 51,687

前期損益修正損益（△は益） △6,541 －

遅延損害金 △31,118 －

有形固定資産売却損益（△は益） 25,586 1,384

投資有価証券評価損益（△は益） 1,123 －

売上債権の増減額（△は増加） 244,191 618,043

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,559 △95,896

営業貸付金の増減額（△は増加） 18,122 28,286

仕入債務の増減額（△は減少） △13,883 9,762

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △26,555 △15,643

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,004 △4,683

仮受金の増減額（△は減少） － △304,342

その他 △35,599 46,938

小計 46,368 296,934

利息及び配当金の受取額 8,980 2,152

利息の支払額 △5,396 △51,772

法人税等の支払額 △77,331 △65,046

法人税等の還付額 － 48,874

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,378 231,142

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △433,393 △124,094

有形及び無形固定資産の売却による収入 32,886 2,011

事業承継による支出 △228,461 －

投資有価証券の取得による支出 △1,281 △21

投資有価証券の売却による収入 － 29

匿名組合出資金の払戻による収入 3,276 －

長期前払費用の取得による支出 △5,127 △3,671

差入保証金の回収による収入 21,136 8,416

差入保証金の差入による支出 △3,520 △35,050

預託金返還による収入 2,250 －

その他 125 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △612,110 △152,402



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,330,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △972,500 △1,540,500

長期借入れによる収入 1,000,000 598,000

長期借入金の返済による支出 △20,320 △126,210

リース債務の返済による支出 △59,696 △26,249

社債の発行による収入 170,000 90,000

社債の発行による支出 △2,649 △1,853

社債の償還による支出 △12,500 △24,400

自己株式の取得による支出 △36 △107

配当金の支払額 △150,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,282,269 △331,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 642,780 △252,579

現金及び現金同等物の期首残高 810,383 1,396,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,453,164 1,144,034



  該当事項はありません。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分  

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

３．その他 

前第３四半期連結累計期間 

 平成21年３月期において日本ホテルファンド㈱を連結子会社化したことにより、前第１四半期連結会計期

間より同社の事業をファイナンス事業に含めて記載しております。 

 【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４月１日 至平成21年12月31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。 

【海外売上高】 

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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

    繊維事業  
ビジネスサ
ポート事業

不動産事業
リセール
事業 

ファイナン
ス事業 計  

消去又は全
社 連結

  (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高            

(1）外部顧客に対する売上

高 
305,674 791,941 616,725 13,110,962 5,492,570 20,317,873 － 20,317,873

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 305,674 791,941 616,725 13,110,962 5,492,570 20,317,873 － 20,317,873

営業利益又は営業損失

（△） 
△60,170 76,400 25,367 64,993 21,818 128,409 ( )325,552  △197,142

                            

事業区分 主要製品

繊維事業 ブルーデニム、綿布、合繊織物、撚糸等 

ビジネスサポート事業 催事、カード獲得、営業推進代行等 

不動産事業 時間貸し駐車場の運営、売買、賃貸、仲介等 

リセール事業 乗車券、商品券、貴金属、装飾品等 

ファイナンス事業 融資、保証、ファクタリング業務等 



【セグメント情報】 

１.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、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。  

 当社グループは５つの事業を柱に置き国内における事業活動を展開しており、「業務受託事業」、「パーキング事

業」、「リセール事業」及び「ファクタリング事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「業務受託事業」はクレジット周辺業務等を受託しております。「パーキング事業」は時間貸駐車場を運営してお

ります。「リセール事業」は商品券・乗車券等を販売しております。「ファクタリング事業」は旅行クーポン券のフ

ァクタリングを行っております。「その他」は主に繊維・不動産・レンタル事業を行っております。 

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）   

（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、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント調整額 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメン

     トに帰属しない一般管理費であります。 

   ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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。 

  

（追加情報） 

 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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

   （単位：千円）

  

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 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 511,524  510,277  12,967,711 9,251,604  23,241,118  477,612  23,718,731  － 23,718,731

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  4,500  4,500  △4,500 －

計  511,524  510,277  12,967,711 9,251,604  23,241,118  482,112  23,723,231  △4,500 23,718,731

セグメント利

益又は損失

（△） 

 4,620  51,924  40,633 30,619  127,798  △4,761  123,037  △302,947 △179,910

△302,947

（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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