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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）

 (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 11,863 5.4 649 42.7 640 30.4 295 24.8

22年３月期第３四半期 11,251 △7.7 455 12.0 490 23.2 236 87.2

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 27.22 ─

22年３月期第３四半期 22.51 21.99

 (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

23年３月期第３四半期 9,249 3,143 32.6 277.95

22年３月期 7,031 2,824 38.7 250.96

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 3,012百万円 22年３月期 2,719百万円

2. 配当の状況

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 ─ 1.50 1.50

23年３月期 ─ 0.00 ─

23年３月期(予想)  1.50 1.50

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)

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 15,991 3.4 774 33.4 746 23.2 350 26.7 32.29



  

 
(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 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有 

  ② ①以外の変更         ： 無 

  （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連結財務諸表のレビュー手続は終了してい

ません。 

※ 業績予想の適切な開示に関する説明、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（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】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規  １社 (株式会社スガタ      )、除外  ─社 (            ) 

 （注）当四半期連結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。

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 10,838,000株 22年３月期 10,838,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 139株 22年３月期 139株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 10,837,861株 22年３月期３Ｑ 10,504,370株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や政府の景気対
策により一部で景況感の改善が見られました。しかしながら、米国の景気減速懸念や欧州諸国の財政不安
等の影響により円高の状態が続き、先行きに対する不透明感が強く、また、雇用・所得環境も依然として
厳しいことから、個人消費も低調に推移しました。  
 このような経済環境の中、当社が営む移動体通信事業におきましては、国内の携帯電話契約件数が平成
22年12月末現在で１億１千７百万件を超えており、通信事業者各社におけるスマ－トフォンを中心とした
新機種の発表、新たなコンテンツサービスの提供等により顧客獲得に向けた競争はますます激しくなって
おります。  
 子会社が営む人材派遣事業におきましては、有効求人倍率は改善傾向にあるものの、完全失業率は高止
まっており、東海地区の人材派遣市場も厳しい状況が続いております。 
 ビルメンテナンス事業におきましては、顧客企業のコスト削減意識の高まりにより価格競争が激化する
など、依然として厳しい状況となっております。  
 飲食店舗居抜き流通事業におきましては、景気低調により外食産業が低迷する中においても、首都圏を
中心とする飲食店舗の出店需要は引き続き堅調に推移しております。  
 このような市場環境にあって、当社グループは既存顧客の確保と新規顧客の開拓に向けた営業活動の展
開を図ってまいりました。  
 また、輸入文具の企画・卸売販売等を行う株式会社スガタの全株式を取得し、子会社化いたしました。
このため、報告セグメントに「文具事務用品卸事業」を追加しております。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高11,863,452千円（前年同期比5.4％増）となり

ました。損益面におきましても営業利益649,553千円（前年同期比42.7％増）、経常利益640,123千円（前
年同期比30.4％増）、四半期純利益295,098千円（前年同期比24.8％増）と堅調に推移しました。  
事業区分別の概況は、次の通りであります。 
移動体通信事業におきましては、平成15年10月に総務省が公表した「周波数の再編方針」により、周波

数の再編後に利用できなくなる携帯端末を利用されている顧客への機種変更促進、スマートフォン、デジ
タルフォトフレ－ム等での２台目需要の開拓に注力してまいりました。また、顧客サービス向上の一環と
して店舗の年中無休化を進めており、平成22年12月末現在において全39店舗のうち30店舗を年中無休店と
しております。 
 こうした活動の結果、新規販売台数、機種変更台数ともに前年同期を上回っており、作業系手数料、回
線系手数料も堅調に推移したことから、増収増益となりました。  
 この結果、売上高は6,694,929千円（前年同期比7.4％増）、営業利益は486,231千円（前年同期比
24.0％増）となりました。 
人材派遣事業におきましては、一部に回復の兆しが見られたものの、依然として自動車産業をはじめと

した各産業に力強さが欠けております。こうした中、事業構造改善の取り組み、経費の圧縮に努め、前年
同期比で減収となったものの、利益面では黒字化を達成しました。 
 この結果、売上高は1,758,236千円（前年同期比22.5％減）、営業利益は70,745千円（前年同期は営業
損失26,661千円）となりました。   
 ビルメンテナンス事業では、新規顧客の獲得に注力した結果、大型案件、スポットの受注により売上高
は増収となりましたが、既存顧客からの値下げ要請や同業者間の競争激化により減益となりました。 
 この結果、売上高は2,409,724千円（前年同期比9.1％増）、営業利益は65,333千円（前年同期比19.0％
減）となりました。   
 飲食店舗居抜き流通事業におきましては、体制の整備とともにＷｅｂサイト（居抜き店舗.com、店舗買
取り.com）を積極活用した出店・退店希望者へのアプローチ、店舗物件開拓等の営業活動を展開した結
果、堅調に推移いたしました。  
 この結果、売上高は1,122,175千円（前年同期比78.0％増）、営業利益は54,501千円（前年同期比
49.0％増）となりました。なお、前年同期は平成21年７月から平成21年12月までの６ヶ月の数字となって
おります。 

   

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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① 財政状態の変動状況 
 当第３四半期末における総資産は、現金及び預金の増加627,022千円や商品の増加411,995千円、受取手
形及び売掛金の増加348,928千円等があったことにより、前連結会計年度末に比べ2,218,689千円増加し
9,249,856千円となりました。 
 負債につきましては、賞与引当金の減少52,349千円等があったものの、短期借入金の増加1,100,000千
円や長期借入金の増加403,800千円等があったことにより、前連結会計年度末に比べ1,899,412千円増加
し、6,106,447千円となりました。 
 純資産は、利益剰余金の増加278,641千円、少数株主持分の増加25,971千円等により、前連結会計年度
末に比べ319,277千円増加し、3,143,409千円となりました。 
② キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期末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
536,811千円増加し、1,608,657千円となりました。 
当第３四半期連結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以下の通りでありま

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425,497千円（前年同期比20.6％増）となりました。これは主に仕入債
務の減少額198,035千円や法人税等の支払額304,781千円があったものの、税金等調整前四半期純利益
507,857千円や売上債権の減少額237,151千円があっ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） 

投資活動の結果使用した資金は1,375,549千円（前年同期比169.7％増）となりました。これは主に連結
の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,014,718千円や有形固定資産の取得による支出251,767
千円があったこと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） 

財務活動の結果獲得した資金は1,486,863千円（前年同期は278,900千円の使用）となりました。これは
主に短期借入金の純増加額1,100,000千円や長期借入れによる収入700,000千円があったことによるもので
あります。 

     

当第３四半期連結累計期間の業績は好調に推移いたしましたが、依然厳しい経営環境が続くと予想され
ます。平成22年10月28日に公表いたしました平成23年３月期の通期連結業績予想は変更しておりません
が、今後変更が必要となった場合には、速やかに公表いたします。 

    

(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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当第３四半期連結会計期間において新たに株式を取得したことにより、株式会社スガタを連結の範囲

に含めております。 

 なお、みなし取得日を平成22年12月31日としているため、当第３四半期連結会計期間においては、同

社の貸借対照表のみを連結しております。 

  

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却の算定方法 

 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。 

・繰延税金資産の回収可能性の判断 

 前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、前連結会

計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用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 

・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 

 当第３四半期連結累計期間における税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む年度の

税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半

期純利益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて算出しております。なお、法人税等調整額につい

ては、法人税等に含めて表示しております。 

   

①「資産除去債務に関する会計基準」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。これにより営業利益、経常利益が3,995千円増加し、税金等

調整前四半期純利益が47,667千円減少しております。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」

の科目を表示しています。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）及び、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

     

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 1,708,867 1,081,845

受取手形及び売掛金 1,849,288 1,500,360

商品 1,004,352 592,357

貯蔵品 2,918 3,238

繰延税金資産 155,717 133,361

その他 244,126 270,564

貸倒引当金 △33,185 △2,969

流動資産合計 4,932,086 3,578,757

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 774,721 718,629

土地 1,337,547 1,051,581

貸与資産（純額） 78,286 196,105

その他（純額） 83,242 71,776

有形固定資産合計 2,273,797 2,038,093

無形固定資産

のれん 325,989 －

その他 45,349 87,575

無形固定資産合計 371,338 87,575

投資その他の資産

投資有価証券 367,952 229,087

繰延税金資産 162,807 102,842

差入保証金 985,548 874,426

その他 168,829 120,382

貸倒引当金 △12,506 －

投資その他の資産合計 1,672,633 1,326,739

固定資産合計 4,317,769 3,452,408

資産合計 9,249,856 7,031,166
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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 1,028,873 906,311

短期借入金 1,300,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 460,919 326,880

未払金 591,607 590,847

未払法人税等 129,709 165,506

賞与引当金 138,899 191,248

繰延税金負債 3,127 3,127

その他 409,312 359,171

流動負債合計 4,062,450 2,743,092

固定負債

長期借入金 995,640 725,880

長期預り保証金 677,394 569,890

繰延税金負債 10,672 －

退職給付引当金 125,112 114,501

役員退職慰労引当金 12,580 15,035

資産除去債務 86,607 －

その他 135,989 38,635

固定負債合計 2,043,996 1,463,941

負債合計 6,106,447 4,207,034

純資産の部

株主資本

資本金 255,157 255,157

資本剰余金 315,278 315,278

利益剰余金 2,352,797 2,074,156

自己株式 △44 △44

株主資本合計 2,923,188 2,644,547

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 89,225 75,350

評価・換算差額等合計 89,225 75,350

新株予約権 790 －

少数株主持分 130,204 104,233

純資産合計 3,143,409 2,824,132

負債純資産合計 9,249,856 7,031,166
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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 11,251,592 11,863,452

売上原価 8,490,938 8,825,343

売上総利益 2,760,653 3,038,109

販売費及び一般管理費 2,305,586 2,388,556

営業利益 455,067 649,553

営業外収益

受取利息 821 565

受取配当金 686 4,899

違約金収入 99,184 34,049

その他 34,134 9,821

営業外収益合計 134,826 49,336

営業外費用

支払利息 15,950 16,342

支払手数料 － 15,961

固定資産売却損 66,728 7,819

固定資産除却損 5,481 11,090

その他 10,915 7,552

営業外費用合計 99,075 58,765

経常利益 490,818 640,123

特別利益

固定資産売却益 190 －

貸倒引当金戻入額 2,314 －

受取補償金 7,011 －

移転補償金 6,942 －

特別利益合計 16,458 －

特別損失

固定資産除却損 18,160 1,122

固定資産臨時償却費 － 70,778

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 56,848

事業構造改善費用 7,297 －

事業構造改善引当金繰入額 5,194 －

その他 － 3,515

特別損失合計 30,651 132,265

税金等調整前四半期純利益 476,624 507,857

法人税等 243,485 185,983

少数株主損益調整前四半期純利益 － 321,873

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,353 26,775

四半期純利益 236,493 295,098
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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利益 476,624 507,857

減価償却費 125,872 126,176

固定資産臨時償却費 － 70,778

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 56,848

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,314 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △78,856 △61,597

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,388 6,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,570 △2,455

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △68,665 －

受取利息及び受取配当金 △1,507 △5,465

支払利息 15,950 16,342

固定資産除却損 13,367 12,212

売上債権の増減額（△は増加） 444,540 237,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,911 △79,990

仕入債務の増減額（△は減少） △87,582 △198,035

差入保証金の増減額（△は増加） △120,470 △90,123

その他 △34,826 107,694

小計 585,038 704,147

利息及び配当金の受取額 1,233 5,225

利息の支払額 △15,647 △17,010

法人税等の還付額 13,616 37,915

法人税等の支払額 △231,278 △304,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 352,962 425,497

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 △145,562 △251,767

無形固定資産の取得による支出 △693 △4,557

投資有価証券の取得による支出 △13,396 △99,910

差入保証金の差入による支出 △10,467 △10,914

差入保証金の回収による収入 11,539 10,666

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△349,620 △1,014,718

その他 △1,797 △4,346

投資活動によるキャッシュ・フロー △509,998 △1,375,549

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） △125,739 1,100,000

長期借入れによる収入 200,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △349,364 △296,199

株式の発行による収入 11,900 －

配当金の支払額 △15,697 △16,236

少数株主への配当金の支払額 － △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,900 1,486,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,936 536,811

現金及び現金同等物の期首残高 1,991,822 1,071,845

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,555,885 1,608,657
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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 各事業の主なサービス  
     (1)移動体通信事業・・・携帯端末の販売及び附帯サービス全般  
     (2)人材活用事業・・・・労働派遣法に基づく一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務  
      請負、職業安定法に基づく有料職業紹介、ビルメンテナンス事業等 
     (3)飲食店舗居抜き流通事業・・・飲食店舗の出店・退店支援、サブリース等 
    ３ 事業区分の変更 
      平成21年７月16日に株式会社テンポリノベーションの株式を取得し、連結子会社化    
     致しました。 
      第２四半期連結会計期間より「飲食店舗居抜き流通事業」を営む株式会社テンポ     
     リノベーションを新たに連結範囲に含めたことに伴い、同事業が加わりました。 
      また、これにより資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。 
     その概要は次のとおりであります。 
      差入保証金   716,941千円 
      貸与資産    236,209千円 
    

  

【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。 

    

【セグメント情報】 

（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。 

   

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

移動体  
通信事業  
(千円)

人材活用事業
(千円)

飲食店舗居抜
き流通事業
（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

6,234,247 4,386,911 630,433 11,251,592 ― 11,251,592

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 120,975 ─ 120,975 （120,975） ―

計 6,234,247 4,507,886 630,433 11,372,567 （120,975） 11,251,592

 営業利益 392,021 25,840 36,577 454,439 628 455,067
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  １．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの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、携帯端末の販売及びその附帯サービス全般を提供する「移動体通信事業」、人材派

遣・業務請負等を提供する「人材派遣事業」、清掃・設備管理・施設警備等を提供する「ビルメンテナ

ンス事業」、飲食店舗の出店・閉店支援サービス等を提供する「飲食店舗居抜き流通事業」、輸入文具

の企画・卸売販売等を提供する「文具事務用品卸事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

  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) 

                                      （単位：千円）

 
（注1）輸入文具の企画・卸売販売等を営む株式会社スガタの株式を取得し、連結子会社化したことに伴

い、同事業が加わりました。みなし取得日を平成22年12月31日としており、当第３四半期連結会計

期間は貸借対照表のみを連結しております。なお、同事業の当第３四半期連結会計期間末の資産は

1,542,447千円となっております。 

（注2）「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、固定通信事業を含んで

おります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

   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) 

                                      （単位：千円）

 
    

報告セグメント

その他
（注2）

合計移動体 
通信事業

人材派遣 
事業

ビルメン
テナンス

事業

飲食店舗
居抜き
流通事業

文具事務
用品卸事
業(注1）

計

 売上高

  外部顧客への売上高 6,694,929 1,608,431 2,408,712 1,122,175 ─ 11,834,248 29,204 11,863,452

  セグメント間の内部
─ 149,804 1,012 ─ ─ 150,816 ─ 150,816

  売上高又は振替高

計 6,694,929 1,758,236 2,409,724 1,122,175 ─ 11,985,065 29,204 12,014,269

 セグメント利益又は  
 損失（△）

486,231 70,745 65,333 54,501 ─ 676,812 △25,277 651,535

利   益 金   額

 報告セグメント計 676,812

 「その他」の区分の利益 △25,277

 セグメント間取引消去 5,850

 のれん償却額 △7,832

 四半期連結損益計算書の営業利益 649,553
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４．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 

   （のれんの金額の重要な変動） 

「文具事務用品卸事業」セグメントにおいて、株式会社スガタの全株式を取得し、子会社化した

ことにより、289,436千円ののれんを計上しております。  

  

該当事項はありません。 

   

その他の注記事項、個別情報、補足情報等は第３四半期決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため、開示を省略しております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（開示の省略）
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