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1.  平成23年7月期第3四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年4月30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7月期第3四半期 11,226 △6.8 △56 ― △171 ― △1,332 ―
22年7月期第3四半期 12,039 9.2 91 ― △63 ― 5 ―

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7月期第3四半期 △170.97 ―
22年7月期第3四半期 0.67 ―

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7月期第3四半期 6,694 193 △12.5 △107.46
22年7月期 8,227 1,208 2.8 29.06

（参考） 自己資本   23年7月期第3四半期  △837百万円 22年7月期  226百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年7月期 ― 0.00 ―
23年7月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7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 15,000 △10.4 80 △36.1 △85 ― △880 ― △112.00



(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、四半期連結財務諸
表に対する四半期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 
・業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素に
より記載の予想とは異なる場合があります。 
・業績予想における１株当たり当期純利益について 
当社は平成23年５月20日に新株予約権の行使がありましたので、業績予想における１株当たり当期純利益は、新株予約権の行使による増加株式数310,0
00株を含めた通期の期中平均株式数により算出しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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7月期3Q 7,795,456株 22年7月期  7,795,456株
② 期末自己株式数 23年7月期3Q  445株 22年7月期  445株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期3Q 7,795,011株 22年7月期3Q 7,795,011株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の改善や経済対策を始めとする政策の

効果などを背景に、企業収益は改善されつつありましたが、海外景気の下振れ懸念や為替相場の変動、

雇用情勢の悪化懸念、東北地方太平洋沖地震の影響等により、先行きは依然として不透明な状況にあり

ます。 

このような状況下、当社グループは、収益構造を抜本的に改革すべく、連結範囲の見直しを行い、事

業の再構築を図っております。また、新規事業として保険代理店事業も開始いたしました。なお、引き

続き経費の削減等も推進しております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,226,813千円（前年同四半期比6.8％減）とな

り、営業損失は56,420千円（前年同四半期は営業利益91,743千円）、経常損失は171,926千円（前年同

四半期は経常損失63,627千円）となりました。また、昨今の株式市場の低迷もあり、当社が保有してい

る上場投資有価証券につき、時価評価による減損処理を行ったこと等により、四半期純損失は

1,332,679千円（前年同四半期は四半期純利益5,244千円）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における各セグメントの業績は次のとおりであります（セグメント間売上

高・損益を除きます）。 

  

＜青果卸売事業＞ 

青果卸売事業におきましては、個人消費の低下により、小売店頭での荷動きが重い状況が続いてお

り、また、低温日照不足が続き入荷量は減少したものの、高水準で単価が推移したことにより、営業

利益を計上しております。 

 その結果、売上高は10,875,310千円、営業利益は20,256千円となりました。 

＜企業経営支援事業＞ 

企業経営支援事業につきましては、財務及び業務支援事業、及びコンサルティング事業が営業利益

を計上しております。  

 その結果、売上高は333,503千円、営業利益は101,496千円となりました。 

＜不動産管理事業＞ 

不動産管理事業につきましては、熊青西九州青果株式会社が保有する土地及び建物の賃貸による安

定した売上高及び営業利益を計上しております。 

 その結果、売上高は18,000千円、営業利益は16,428千円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べて1,533,348千円減少し、

6,694,037千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より338,342千円減少し1,737,242千

円、固定資産は前連結会計年度末に比べて1,195,005千円減少し4,956,794千円となりました。流動資

産の減少は、現金及び預金が278,956千円減少したこと等によるものです。固定資産の減少は、投資

有価証券が減損等により、前連結会計年度末より1,062,864千円減少したことによるものです。 

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

(資産)
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当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて519,078千円減少し、

6,500,241千円となりました。流動負債については、前連結会計年度末より321,178千円減少し

4,847,424千円、固定負債は前連結会計年度末に比べて197,900千円減少し1,652,816千円となりまし

た。流動負債の減少は、短期借入金が158,624千円、１年内返済予定の長期借入金が103,550千円減少

したこと等によるものです。固定負債の減少は、長期借入金が前連結会計年度末より175,362千円減

少したこと等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が1,332,679千円減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べ1,014,269千円減少し、193,795千円となりました。これにより自己資本比率は

△12.5％（前連結会計年度末2.8％）となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

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、1,089,190千

円となり、前連結会計年度末より213,011千円減少となりました。 

当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間末における営業活動による資金は、投資有価証券評価損795,986千円等が

あり、73,263千円の増加（前年同四半期は22,965千円の増加）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間末における投資活動による資金は、定期預金の増減額（△は増加）52,520

千円等があり、46,512千円の増加（前年同四半期は694,860千円の増加）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結累計期間末における財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出196,287

千円の減少等があり、332,787千円の減少（前年同四半期は584,073千円の減少）となりました。 

  

第３四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成23年３月４日公表の連結業績予想から変

更はありません。 

(負債)

(純資産)

(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。 

  

１．固定資産の減価償却の算定方法 

固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度末に係る減価償却

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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

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の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

会計処理方法の変更 

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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 なお、当第３四半期連結会計期間において資産除去債務の適用により変動した額はありません。 

  

当社グループは収益面において前連結会計年度567,039千円の当期純損失を計上しており、当第３

四半期連結累計期間においても1,332,679千円の四半期純損失を計上しております。 

当社は株式会社整理回収機構から準消費貸借契約にて2,713,000千円の融資を受けております。当

該融資に関し期限の利益を有しておりますが、契約期間が平成23年６月30日となっており、株式会社

整理回収機構からの当社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響を与える可能性があります。

当該状況により継続企業の前提に関する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。

 なお、文中の将来に関する事項は、本四半期決算短信提出日現在において当社グループが判断した

ものであります。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年４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22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,171,846 1,450,802

受取手形及び売掛金 404,113 481,831

商品及び製品 33,068 36,859

仕掛品 － 20,257

原材料及び貯蔵品 631 24,305

繰延税金資産 13,364 4,412

その他 118,739 63,092

貸倒引当金 △4,522 △5,976

流動資産合計 1,737,242 2,075,585

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 319,411 343,781

機械装置及び運搬具（純額） 75,877 108,911

工具、器具及び備品（純額） 12,553 13,446

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,295,861 3,354,158

無形固定資産

のれん 18,051 19,461

その他 59,167 223,646

無形固定資産合計 77,218 243,108

投資その他の資産

投資有価証券 3,267,537 4,330,401

その他 285,842 226,882

貸倒引当金 △90,535 △103,919

投資損失引当金 △1,879,129 △1,898,830

投資その他の資産合計 1,583,714 2,554,532

固定資産合計 4,956,794 6,151,799

資産合計 6,694,037 8,227,385
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年４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22年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 200,346 239,764

短期借入金 3,515,625 3,674,249

1年内返済予定の長期借入金 194,166 297,716

未払法人税等 57,034 48,222

賞与引当金 28,230 7,301

その他 852,023 901,348

流動負債合計 4,847,424 5,168,603

固定負債

長期借入金 854,951 1,030,313

繰延税金負債 577,645 605,139

退職給付引当金 80,642 71,981

役員退職慰労引当金 7,000 5,200

その他 132,577 138,083

固定負債合計 1,652,816 1,850,716

負債合計 6,500,241 7,019,320

純資産の部

株主資本

資本金 6,389,147 6,389,147

資本剰余金 3,316,730 3,316,730

利益剰余金 △10,559,456 △9,226,776

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 △866,950 465,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 29,326 △239,233

評価・換算差額等合計 29,326 △239,233

少数株主持分 1,031,420 981,569

純資産合計 193,795 1,208,064

負債純資産合計 6,694,037 8,227,385
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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８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
 至 平成23年４月30日)

売上高 12,039,947 11,226,813

売上原価 10,707,710 10,099,991

売上総利益 1,332,237 1,126,822

販売費及び一般管理費 1,240,493 1,183,242

営業利益又は営業損失（△） 91,743 △56,420

営業外収益

受取利息 884 313

受取配当金 7,154 7,028

雑収入 26,462 19,197

負ののれん償却額 17,218 －

その他 304 2,004

営業外収益合計 52,023 28,543

営業外費用

支払利息 167,940 137,915

持分法による投資損失 2,334 －

その他 37,120 6,133

営業外費用合計 207,395 144,049

経常損失（△） △63,627 △171,926

特別利益

固定資産売却益 180 1

貸倒引当金戻入額 85,206 4,483

投資有価証券売却益 205,700 1,138

匿名組合投資利益 － 5,861

受取和解金 － 144,000

補助金収入 － 50,000

その他 49,657 12,069

特別利益合計 340,744 217,554

特別損失

固定資産除売却損 － 87,883

投資損失引当金繰入額 83,240 50,761

投資有価証券売却損 43,404 3,093

投資有価証券評価損 105,769 795,986

匿名組合投資損失 － 356,155

その他 30,230 16,220

特別損失合計 262,645 1,310,100

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（△）

14,472 △1,264,472

法人税、住民税及び事業税 33,280 31,723

法人税等調整額 △35,582 △12,975

法人税等合計 △2,302 18,748

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,283,220

少数株主利益 11,530 49,459

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,244 △1,332,679
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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８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30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（△）

14,472 △1,264,472

減価償却費 85,875 72,880

負ののれん償却額 △17,218 －

のれん償却額 1,207 1,543

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68,717 △12,591

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,785 20,928

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,142 8,661

投資損失引当金の増減額（△は減少） 107,198 50,761

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △58,351 －

受取利息及び受取配当金 △8,038 △7,341

支払利息 167,940 137,915

持分法による投資損益（△は益） 2,334 －

匿名組合投資損益（△は益） 28,271 350,293

投資有価証券売却損益（△は益） △162,296 1,955

投資有価証券評価損益（△は益） 105,769 795,986

子会社株式売却損益（△は益） － △12,025

固定資産除売却損益（△は益） △180 87,882

補助金収入 － △50,000

和解金 － △144,000

売上債権の増減額（△は増加） △154,109 △27,428

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,408 △16,243

仕入債務の増減額（△は減少） 156,488 134,601

その他 △13,173 1,300

小計 234,807 130,605

利息及び配当金の受取額 7,980 7,341

利息の支払額 △181,271 △144,626

補助金の受取額 － 50,000

受取和解金の受取額 － 59,000

法人税等の支払額 △38,551 △29,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,965 73,263
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △37,963 52,520

短期貸付金の増減額（△は増加） 3,500 －

長期貸付けによる支出 △1,000 △22,300

長期貸付金の回収による収入 539 249

破産更生債権等の回収による収入 86,678 －

有形固定資産の取得による支出 △22,130 △33,046

無形固定資産の取得による支出 △64,996 △17,187

有形固定資産の売却による収入 420 1,054

無形固定資産の売却による収入 － 2,100

投資有価証券の取得による支出 △293,251 △41,660

投資有価証券の売却による収入 708,194 93,752

子会社株式の売却による収入 － 47,489

新規連結子会社取得による収入 87,780 －

その他 227,090 △36,460

投資活動によるキャッシュ・フロー 694,860 46,512

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） △508,288 △136,500

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △275,785 △196,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △584,073 △332,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 133,753 △213,011

現金及び現金同等物の期首残高 661,805 1,302,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 795,558 1,089,190
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当第３四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年４月30日) 

当社グループは、平成22年7月期に当期純損失を計上しております。 

 当第３四半期連結累計期間におきましても継続して1,332,679千円の四半期純損失を計上しており

ます。 

 日本振興銀行株式会社は平成22年９月10日付で東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立て

を行いましたが、同行の当社に対する債権が平成23年５月26日付をもって、株式会社整理回収機構へ

譲渡されました。この債権につきましては、平成23年５月31日付準消費貸借契約にて2,713,000千円

の融資として、平成23年６月30日まで期限が延長されております。今後の株式会社整理回収機構の対

応方針によっては、株式会社整理回収機構からの当社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響

を与える可能性があります。当該状況により、継続企業の前提に関する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。四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく以下

の施策を行っております。 

１． 収益基盤の強化 

当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事業の強化に取り組んでおります。

また、青果卸売事業及び不動産管理事業など安定的な収益が確保できる事業に人的及び資金リソー

スを集中し収益の基盤の強化を進めてまいります。 

２．経費削減 

当社グループは、販売費及び一般管理費の削減を行うと同時に連結範囲の見直を行い、これらの

経費の圧縮により会社資源を集中しております。 

３．財務基盤の強化 

当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図っております。また、事業の選択

と集中により事業の選別を行い、経費においてもより一層の削減により財務体質の健全化を図って

まいります。 

以上の施策を講じておりますものの、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。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響は四半期連結財務諸表に反映されておりません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自  平成21年８月１日  至  平成22年４月30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 各区分に属する主要な商品、製品、役務 

  青果卸売事業……………………………青果、果実を扱う地方卸売市場の運営 

  企業経営支援事業………………………融資保証事業、Ｍ＆Ａ関連事業、財務及び業務支援事業、コンサルテ

ィング事業 

  その他の事業……………………………不動産管理業、プリント基盤設計製造販売事業、システム販売事業等

３ 前第３四半期連結累計期間に開示しておりました店舗企画・設計事業は運営事業の売却を行いました。 

４ 事業区分の変更 

   事業区分の変更については、従来、システム販売に係る事業は「システム販売事業」に含めておりました

が、事業の縮小を行い今後もこの傾向が予想されるため、第１四半期連結累計期間より「その他の事業」に

含めて区分表示することに変更しました。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年８月１日  至  平成22年４月30日)及び当第３四半期連結累計

期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年４月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年８月１日  至  平成22年４月30日)及び当第３四半期連結累計

期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年４月30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】

青果卸売事業 

(千円)

企業経営支援

事業 

(千円)

食品流通事業

(千円)

その他の事業

(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 10,403,367 332,444 599,607 704,526 12,039,947 ― 12,039,947

  (2) セグメント間の内部 

      売上高又は振替高
― ― ― 6,133 6,133 (6,133) ―

計 10,403,367 332,444 599,607 710,660 12,046,081 (6,133) 12,039,947

営業利益 2,522 55,480 13,069 575 71,648 20,095 91,743

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(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。 

  

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、製品・サービスの類似性から区分される「青果卸売事業」「企業経営支援事業」「不動産管理

事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「青果卸売事業」は、地方卸売市場を運営しております。「企業経営支援事業」は、Ｍ＆Ａ関連事業、

財務及び業務支援事業、コンサルティング事業、保険代理店事業を行っております。「不動産管理事業」

は、不動産の一部を賃貸しております。 

  

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８月１日  至  平成23年４月30日) 

 
  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計

青果卸売事業
企業経営支援

事業
不動産管理事

業

売上高

  外部顧客への売上高 10,875,310 333,503 18,000 11,226,813

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,612 4,714 7,326

計 10,875,310 336,115 22,714 11,234,140

セグメント利益 20,256 101,496 16,428 138,181
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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８月１日  至  平成23年４月30日) 

 
(注)  全社費用は、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。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

新株予約権の行使による新株式の発行 

第18回新株予約権 

  １．行使日 平成23年５月20日 

  ２．行使価格 62円 

  ３．増加した株式の種類及び数 普通株式 310,000株 

  ４．増加した資本金 9,704千円 

  ５．増加した資本準備金 9,704千円 

  

  準消費貸借契約 

   １. 契約日：平成23年５月31日 

   ２. 借入枠：2,713,000,000円 

   ３. 契約期限：平成23年６月30日 

   ４. 借入利率：3.83％ 

   ５. 借入先 ：株式会社整理回収機構 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 138,181

セグメント間取引消去 10,945

全社費用(注) △205,547

四半期連結損益計算書の営業利益 △56,420

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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