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※期中平均株式数(連結) 23年3月期第３四半期 9,165,460株 22年3月期第３四半期 9,166,220株 
   

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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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 340 △34.1 △359 ― △278 ― △439 ―

22年3月期第３四半期 516 ― △24 ― △53 ― △0 ―

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 △47 .96 ―

22年3月期第３四半期 △0 .01 ―

 (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 5,301 1,928 36.4 210 .48

 22年3月期 5,528 2,304 41.7 251 .37

(参考) 自己資本 23年3月期第３四半期 1,928百万円  22年3月期 2,304百万円

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 ― 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)

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 990 24.1 5 △95.7 62 △3.1 19 △83.6 2 .07



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

 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を実施しています。

  

 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「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. 「その他」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 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外 ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期3Ｑ 9,714,000株 22年3月期 9,714,000株

② 期末自己株式数  23年3月期3Ｑ 549,480株 22年3月期 547,780株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期3Ｑ 9,165,460株 22年3月期3Ｑ 9,166,220株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、アジアを中心とした新興国向けの輸出の増加による

企業業績の回復は見られるものの、厳しい雇用環境やデフレ状況は依然続いており、先行きの不透明感が

払拭されない状況が続いております。 

このような経営環境のもと、当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は340百万

円（前年同四半期連結累計期間 売上高516百万円）、貸倒引当金繰入額101百万円及び利息返還損失引当

金65百万円を販売費及び一般管理費に計上したことにより営業損失は359百万円（前年同四半期連結累計

期間 営業損失24百万円）、持分法による投資利益111百万円を営業外収益に計上し経常損失は278百万円

（前年同四半期連結累計期間 経常損失53百万円）、投資有価証券評価損170百万円を特別損失に計上

し、四半期純損失は439百万円（前年同四半期連結累計期間 四半期純損失0百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（投融資事業） 

企業金融事業に係る営業貸付金残高は、期中661百万円増加し1,342百万円となり、消費者金融事業に係

る営業貸付金残高は、期中459百万円減少し659百万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は148百万円、営業損失は337百万円となりました。 

（不動産賃貸事業） 

不動産サブリース事業売上および賃貸料収入が190百万円となり、当第３四半期連結累計期間の営業利

益は49百万となりました。 

（地域活性化事業） 

北海道元気計画事業に係る当第3四半期累計期間の売上高は1百万円、営業損失は49百万円となりまし

た。 

  

当第３四半期連結累計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、3,012百万円とな

りました。これは、営業投資有価証券が214百万円、現金及び預金が240百万円が減少したことなどにより

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、2,267百万円となりました。これは、投資有価証

券が95百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、5,301百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.1％減少し、809百万円となりました。これは、１年内返済

予定の長期借入金が220百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.9％増加し、2,563百万円となりました。これは、社債が691

百万円増加し、利息返還損失引当金が404百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.6％増加し、3,372百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて16.3％減少し、1,928百万円となりました。これは、利益剰

余金が439百万円減少したことなどによります。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況に関する分析
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当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同四半期連

結会計期間に比べ98百万円減少し35百万円となりました。 

当第３四半期連結会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） 

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、242百万円の支出（前年同

四半期連結会計期間160百万円の収入）となりました。これは主に利息返還損失引当金が193百万円減少し

たことなど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） 

当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは28百万円の収入（前年同四半

期連結会計期間33百万円の支出）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10百万円など

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） 

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは188百万円の収入（前年同四

半期連結会計期間134百万円の支出）となりました。これは主に社債発行による収入251百万円、長期借入

金の返済による支出57百万円などによるものであります。 

  

平成23年3月期の通期業績予想につきましては、平成22年11月15日公表の「平成22年3月期第2四半期

決算短信」および「特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」からの変更はございませ

ん。  

 ②キャッシュ・フローの状況の分析

(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。 

  

当第３四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。 

  

固定資産の年度中の取得、売却又は除去等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

なお、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。 

  

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。 

但し、当該基準等の適用に係る数値の変動はございません。 

  

  

当社グループは、当第２四半期連結会計期間に引き続き当第３四半期連結会計期間おいても重要な営

業損失、経常損失、四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況が存在しております。当該状況に対して、下記のとおり各種合理化策により解消に向けた具

体策を実行し、当四半期以降についてアジア戦略事業のプレミアム不動産販売事業の拡大と販売戦略の

強化を行ってまいります。 

①有価証券の売却  

 営業投資有価証券、投資有価証券について、市場動向を鑑みながら売却を実施しております。   

②有形固定資産の見直し 

 賃貸用不動産等の所有不動産について、物件毎の収益性を検討の上、事業の見直しを実施してお   

  り、２月度の売却に向け取り組んでおります。 

③販売管理費の大胆な削減 

 現在、事業の見直しに伴い人員削減や人件費カットを実施しており、今後も継続し販売管理費の  

 削減に取組んでまいります。       

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準等の適用

②「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

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２四半期

連結累計期間から、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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上記の合理化策を第３四半期より実行しており、当連結連結会計年度末に向け、キャッシュ・フロー

の改善を図ってまいります。継続的に上記合理策を実施することにより、収益性を向上させ黒字化を実

現することは可能と考えております。したがって、当社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。            
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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 65,820 306,498

売掛金 126,000 126,000

営業貸付金 2,002,204 1,800,303

営業投資有価証券 289,114 503,898

販売用不動産 563,869 441,112

その他 140,097 196,060

貸倒引当金 △174,373 △172,254

流動資産合計 3,012,734 3,201,618

固定資産

有形固定資産

土地 570,331 570,331

その他 211,809 225,847

有形固定資産合計 782,140 796,179

無形固定資産

のれん 249,420 271,428

その他 11,584 11,659

無形固定資産合計 261,004 283,087

投資その他の資産

投資有価証券 586,425 681,756

関係会社株式 525,986 424,168

差入保証金 107,191 106,543

その他 10,075 22,691

貸倒引当金 △5,363 △12,628

投資その他の資産合計 1,224,314 1,222,531

固定資産合計 2,267,460 2,301,798

繰延資産

開業費 21,111 24,836

繰延資産合計 21,111 24,836

資産合計 5,301,305 5,528,254
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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

短期借入金 499,134 519,134

1年内返済予定の長期借入金 112,508 333,208

未払法人税等 2,839 4,161

その他 194,568 96,515

流動負債合計 809,050 953,019

固定負債

社債 891,490 200,000

長期借入金 27,482 87,488

利息返還損失引当金 1,308,866 1,713,759

退職給付引当金 22,692 22,317

その他 312,733 247,585

固定負債合計 2,563,264 2,271,150

負債合計 3,372,315 3,224,169

純資産の部

株主資本

資本金 1,867,860 1,867,860

資本剰余金 1,408,930 1,408,930

利益剰余金 △1,242,791 △803,159

自己株式 △200,002 △199,910

株主資本合計 1,833,996 2,273,720

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 93,172 31,500

繰延ヘッジ損益 － 31

為替換算調整勘定 1,821 △1,166

評価・換算差額等合計 94,993 30,364

純資産合計 1,928,990 2,304,085

負債純資産合計 5,301,305 5,528,254
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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 516,776 340,364

売上原価 110,775 191,365

売上総利益 406,000 148,998

販売費及び一般管理費 430,991 508,354

営業損失（△） △24,991 △359,355

営業外収益

有価証券利息 20,083 14,033

受取配当金 1,955 2,299

持分法による投資利益 － 111,006

その他 3,438 9,016

営業外収益合計 25,477 136,354

営業外費用

投資事業組合運用損 7,775 5,647

支払利息 － 45,173

開業費償却 － 3,725

持分法による投資損失 45,495 －

その他 871 517

営業外費用合計 54,141 55,063

経常損失（△） △53,655 △278,064

特別利益

固定資産売却益 － 588

投資有価証券売却益 － 12,619

役員退職慰労引当金戻入額 56,219 －

特別利益合計 56,219 13,207

特別損失

投資有価証券評価損 － 170,000

固定資産除却損 260 －

持分変動損失 1,558 －

特別損失合計 1,818 170,000

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

744 △434,857

法人税、住民税及び事業税 857 1,438

法人税等調整額 － 3,336

法人税等合計 857 4,774

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △439,632

四半期純損失（△） △113 △439,632
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 160,970 105,673

売上原価 49,670 93,745

売上総利益 111,299 11,928

販売費及び一般管理費 137,804 107,062

営業損失（△） △26,504 △95,134

営業外収益

有価証券利息 11,950 －

受取配当金 － 30

持分法による投資利益 24,325 70,028

その他 222 5,173

営業外収益合計 36,498 75,231

営業外費用

投資事業組合運用損 992 －

支払利息 － 42,174

開業費償却 － 1,241

その他 5 246

営業外費用合計 997 43,662

経常利益又は経常損失（△） 8,995 △63,564

特別利益

固定資産売却益 － 588

特別利益合計 － 588

特別損失

投資有価証券評価損 － 40,000

投資有価証券売却損 － 3,396

固定資産除却損 1,558

特別損失合計 1,558 43,396

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

7,437 △106,371

法人税、住民税及び事業税 310 453

法人税等調整額 － △196

法人税等合計 310 257

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △106,629

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,127 △106,629
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

744 △434,857

減価償却費 20,414 13,648

のれん償却額 5,749 22,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,055,676 △5,145

受取利息及び受取配当金 △4,840 △6,625

支払利息 16,513 45,173

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,486,797 △201,901

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △426,565 214,783

持分法による投資損益（△は益） 45,495 △111,006

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △487,814 △404,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,219 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） 955,282 7,264

販売用不動産の増減額（△は増加） － △122,756

投資有価証券売却損益（△は益） － △12,619

投資有価証券評価損益（△は益） － 170,000

有価証券利息 － △14,033

持分変動損益（△は益） 1,558 －

その他 77,915 136,629

小計 579,355 △704,329

利息及び配当金の受取額 9,563 2,332

利息の支払額 △24,515 －

法人税等の支払額 △2,334 △1,616

法人税等の還付額 7,762 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,831 △703,613

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 △278,147 －

投資有価証券の売却による収入 － 72,647

投資有価証券の取得による支出 △749,872 －

定期預金の預入による支出 △892,000 △55,000

定期預金の払戻による収入 862,000 265,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△136,583 －

その他 39,428 △386

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,175 282,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △76,747 △20,000

長期借入金の返済による支出 △653,430 △280,706

社債の発行による収入 － 691,490

配当金の支払額 △57 －

その他 － △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △730,234 390,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,315,578 △30,677

現金及び現金同等物の期首残高 1,450,194 66,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 134,615 35,820
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
（注）１ 事業区分の方法 

事業の区分は、事業の性質及び内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 
  

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 事業区分の方法 

事業の区分は、事業の性質及び内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 

 前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)及び前第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) 

 在外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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)及び前第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。 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

投融資事業 不動産賃貸事業 計 消去又は全社 連結

（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

102,956 58,014 160,970 ─ 160,970

（２） セグメント間の内部売
上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 102,956 58,014 160,970 ─ 160,970

営業利益又は
営業損失(△)

△32,500 5,996 △26,504 ─ △26,504

事業区分 主な事業の内容

投融資事業 投資事業、企業金融、消費者金融等

不動産賃貸事業 不動産賃貸、商業施設のサブリース等

投融資事業 不動産賃貸事業 計 消去又は全社 連結

（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

399,923 116,852 516,776 ─ 516,776

（２） セグメント間の内部売
上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 399,923 116,852 516,776 ─ 516,776

営業利益又は
営業損失(△)

△31,667 6,675 △24,991 ─ △24,991

事業区分 主な事業の内容

投融資事業 投資事業、企業金融、消費者金融等

不動産賃貸事業 不動産賃貸、商業施設のサブリース等         

【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、当社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。 

当社は、既存事業である「投融資事業」を基軸事業として展開しつつ、当社及び子会社で展開してい

る「不動産賃貸事業」と、新規事業として展開している「地域活性化事業」の３つを報告セグメントと

しております。 

「投融資事業」は、企業への投資・融資及び消費者金融を行っております。「不動産賃貸事業」は、

所有している賃貸用不動産の賃貸及び商業施設のサブリースを行っております。「地域活性化事業」

は、中国人富裕層をターゲットとした滞在型リゾートサービス及びそれに関連したコンサルティング等

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．セグメント利益の調整額△22,663千円は、のれん償却額△22,663千円であります。 

２．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。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２投融資
事業

不動産賃貸
事業

地域活性化
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 148,060 190,901 1,401 340,364 ─ 340,364

  セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 148,060 190,901 1,401 340,364 ─ 340,364

セグメント利益又は損失（△） △337,139 49,926 △49,478 △336,692 △22,663 △359,355
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注)１．セグメント利益の調整額△7,335千円は、のれん償却額△7,335千円であります。 

２．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。 

  

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)及び当第３四半期連結会計

期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２投融資
事業

不動産賃貸
事業

地域活性化
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 44,138 61,534 ─ 105,673 ─ 105,673

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 44,138 61,534 ─ 105,673 ─ 105,673

セグメント利益又は損失（△） △94,509 21,250 △14,539 △87,798 △7,335 △95,134

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
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当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第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) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

２  自己株式に関する事項 

 
  

３  新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

当第３四半期連結累計期間において439,632千円の四半期純損失を計上いたしました。この結果、当

第３四半期連結会計期間末において利益剰余金が△1,242,791千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

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 9,714,000

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 549,480

(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
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