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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 15,338 16.9 2,014 46.3 2,039 47.5 1,104 48.8
23年3月期第2四半期 13,125 7.6 1,377 17.9 1,382 15.0 742 183.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,100百万円 （52.7％） 23年3月期第2四半期 720百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 68.16 ―
23年3月期第2四半期 45.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 25,209 14,470 57.4
23年3月期 23,132 14,020 60.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  14,470百万円 23年3月期  14,020百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 25.00 35.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 31,500 12.6 3,700 25.1 3,710 26.6 2,050 38.8 126.54



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成23年10月13日に発表しました連結業績予想に変更はありません。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、本資料の発表日現在に
おいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。業績予想の前提となる条件等
については、四半期決算短信（添付資料）５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。 
・当社は、平成23年10月27日（木）に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料について
は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 16,200,000 株 23年3月期 16,200,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 183 株 23年3月期 161 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,199,819 株 23年3月期2Q 16,199,976 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災による消費意欲

低迷やサプライチェーン分断による影響が限定的な範囲に止まり、企業の生産活動は回復しつつありま

すが、継続的な円高、株安、欧州の財政問題による世界的な景気後退懸念等、依然として先行き不透明

な状況で推移しました。 

 当社が属する情報サービス業界におきましては、震災復興の一環としてシステム等管理運営受託で回

復の兆しが見えるものの、受託ソフトウェア開発の低迷等、企業の情報化投資に対する慎重な姿勢は継

続しており、業界全体では今後も厳しい経営環境が続くものと想定されます。 

 このような状況の中、当社グループは、生産性・品質の向上、営業力強化、人材育成、管理・牽制機

能強化に継続的に取り組むとともに、情報処理サービス、システム開発、パッケージ販売の３分野の事

業特性を活かし、既存顧客との取引拡大や新規顧客の獲得に注力してまいりました。 

  

こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は15,338百万円（前年同期比

16.9％増）、営業利益は2,014百万円（同46.3％増）、経常利益は2,039百万円（同47.5％増）、四半期

純利益は1,104百万円（同48.8％増）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。以下、セグメント

別の売上高及び損益は、セグメント間の振替高を含め、セグメント間取引は相殺消去前の金額で記載し

ております。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、セグメントの事業をより適正に評価管理するためにセグメント

利益又は損失の算定に用いる一般管理費の配賦基準の見直しを行っております。この変更に伴い、前第

２四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失との比較は、変更後の配賦基準で算出したセグメント

利益又は損失を基に記載しております。 

  

①金融システム事業 

売上面においては、「所有から利用へ」の潮流の中、本格稼働を始めたクラウド型ホスティング

サービスである「ＳＡＩＳＯＳ」が寄与しました。また、既存顧客向け大型システム開発案件が堅

調に推移したことから、当第２四半期連結累計期間の金融システム事業の売上高は8,706百万円

（前年同期比21.6％増）となりました。 

利益面においては、一部のシステム開発案件において利益率が若干低下したものの、売上高の堅

調さに支えられ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は750百万円（同5.3％増）となりました。 

  

②流通サービスシステム事業 

売上面においては、新規顧客開拓・既存顧客深耕等の施策が奏効し、既存顧客向けの大型システ

ム開発案件が堅調に推移したことから、当第２四半期連結累計期間の流通サービスシステム事業の

売上高は2,536百万円(同21.3％増）となりました。 

利益面においては、売上高の堅調さが寄与し、当第２四半期連結累計期間の営業利益は315百万

円(同658.1％増）となりました。 

  

③ＢＰＯ事業 

売上面においては、既存顧客向けのシステム開発案件とインターネット給与明細照会サービスで

ある「Bulas Payslip Mobile」が堅調に推移したことから、当第２四半期連結累計期間のＢＰＯ事

業の売上高は737百万円（同5.0％増）となりました。 

１．当四半期決算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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利益面においては、早期黒字化を実現すべく徹底したコスト削減及びマネジメント強化に着手し

低収益構造は改善しつつあるものの、更なる効率化及び生産性向上を目的とした国内でのニアショ

アの実施に伴う一時的なダブルコストの発生により、当第２四半期連結累計期間は64百万円の営業

損失（前年同期は36百万円の営業損失）となりました。  

  

④ＨＵＬＦＴ事業 

通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品「ＨＵＬＦＴ」の販売は、製

品の累計出荷数は前連結会計年度末から5,000本増加し約138,000本となりました。導入会社数は前

連結会計年度末から100社増加し、7,000社を超えました。また、データ連携市場に進出するための

戦略製品である「ｉＤＩＶＯ」をリリースいたしました。 

 売上面においては、ＨＵＬＦＴ等については、代理店経由の製品販売が堅調に推移したこと、保

守契約率向上を推進したことから、当第２四半期連結累計期間のＨＵＬＦＴ事業の売上高は2,759

百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

 利益面においては、利益率の高い製品販売及び保守販売が堅調だったことにより収益性が向上

し、当第２四半期連結累計期間の営業利益は1,389百万円（同10.0％増）となりました。  

   

⑤その他 

その他には、㈱フェス、㈱ＨＲプロデュース、世存信息技術（上海）有限公司の連結子会社３社

をセグメントとして分類しております。㈱フェスにおいては、新規顧客向けのシステム運営管理受

託等が堅調に推移した結果、収益性の向上に寄与しました。また㈱ＨＲプロデュースにおいては、

派遣業務が堅調に推移した結果、収益性の向上に寄与しました。世存信息技術（上海）有限公司に

おいては、本年７月より、中国市場向けの通信ミドルウェア「海度」の販売を開始し事業基盤の拡

大を図っております。これらの結果により、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,311百万円

（同10.3％増）、営業利益は72百万円（同33.1％増）となりました。  
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当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より2,076百万円増加し25,209百万円

となりました。主な増加要因は、金融システム事業の大型システム開発の進捗により仕掛品が同1,237

百万円増加したこと、「ＳＡＩＳＯＳ」関連の設備投資等によりリース資産が同870百万円増加したこ

と等によるものであります。また、主な減少要因は、現金及び預金が同1,356百万円減少したこと等に

よるものであります。 

負債合計は同1,627百万円増加し、10,739百万円となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加に

より買掛金が同1,019百万円増加したこと、「ＳＡＩＳＯＳ」関連の設備投資等によりリース債務が同

675百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、賞与支給に伴い賞与引当金

が同276百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は同449百万円増加し、14,470百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利益の計

上により同1,104百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、剰余金処分に

よる配当財源への割当てにより利益剰余金が同647百万円減少したこと等によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より3.2ポイント減少し、57.4％となりました。 

  

当第２四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、前連結会

計年度末より1,356百万円減少し、5,022百万円となりました。 

当第２四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) 

営業活動の結果得られた資金は632百万円（前年同四半期比60.0％減）となりました。 

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が1,893百万円となったこと、ソフトウェア開発に係

る外注費等の仕入債務が1,020百万円増加したこと等であります。また、主な減少要因は、ソフト

ウエア開発に係る仕掛品等のたな卸資産が1,205百万円増加したこと、法人税等719百万円を納付し

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1,179百万円（同26.3％減）となりました。 

主な増加要因は、国債200百万円が償還になったこと等によるものであります。また、主な減少要

因は、クラウド型ホスティングサービスである「ＳＡＩＳＯＳ」関連の設備投資で、サーバー・通

信機器及びソフトウエア等に1,065百万円を支出し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808百万円（同14.8％増）となりました。 

これは主として配当金647百万円を支出したこと等によるものであります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）
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平成23年10月13日付 「業績予想の修正に関するお知らせ」 で公表しました業績予想に変更はありま

せん。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 

当連結会計年度の税引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、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,379,506 5,022,762

受取手形及び売掛金 4,814,439 5,258,770

有価証券 400,045 400,103

商品及び製品 34,467 306

仕掛品 353,230 1,590,811

原材料及び貯蔵品 8,208 10,052

繰延税金資産 570,162 570,184

その他 560,482 722,129

貸倒引当金 △233 △1,463

流動資産合計 13,120,310 13,573,657

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,054,179 2,080,037

減価償却累計額 △1,684,542 △1,731,065

建物及び構築物（純額） 369,637 348,972

工具、器具及び備品 3,065,461 3,120,285

減価償却累計額 △2,349,947 △2,425,273

工具、器具及び備品（純額） 715,514 695,011

リース資産 1,647,455 2,639,592

減価償却累計額 △209,459 △426,116

リース資産（純額） 1,437,995 2,213,476

建設仮勘定 255,946 309,379

有形固定資産合計 2,779,094 3,566,839

無形固定資産

ソフトウエア 2,709,112 3,038,663

リース資産 412,288 507,622

その他 0 0

無形固定資産合計 3,121,401 3,546,286

投資その他の資産

投資有価証券 1,370,269 1,582,651

敷金 897,099 898,437

繰延税金資産 1,174,460 1,173,572

その他 675,377 873,097

貸倒引当金 △5,189 △4,750

投資その他の資産合計 4,112,018 4,523,009

固定資産合計 10,012,513 11,636,136

資産合計 23,132,824 25,209,793
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,876,307 2,895,919

リース債務 220,309 365,761

未払法人税等 747,276 812,972

賞与引当金 974,489 698,086

その他 2,568,629 2,793,644

流動負債合計 6,387,012 7,566,384

固定負債

リース債務 944,181 1,474,651

退職給付引当金 1,242,317 1,135,279

長期未払金 128,700 115,500

データセンター移設損失引当金 328,987 366,299

資産除去債務 80,991 81,625

固定負債合計 2,725,178 3,173,356

負債合計 9,112,190 10,739,741

純資産の部

株主資本

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 11,144,912 11,622,651

自己株式 △157 △181

株主資本合計 13,974,803 14,452,517

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 50,603 23,067

為替換算調整勘定 △4,773 △5,531

その他の包括利益累計額合計 45,830 17,535

純資産合計 14,020,633 14,470,052

負債純資産合計 23,132,824 25,209,793
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 13,125,461 15,338,684

売上原価 10,070,155 11,659,842

売上総利益 3,055,305 3,678,841

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 － 1,294

役員報酬 121,460 129,090

従業員給料及び賞与 553,996 582,809

賞与引当金繰入額 165,045 158,529

退職給付費用 38,473 33,245

福利厚生費 133,924 139,493

減価償却費 83,453 69,882

その他 581,610 549,546

販売費及び一般管理費合計 1,677,965 1,663,891

営業利益 1,377,340 2,014,950

営業外収益

受取利息 5,835 2,327

有価証券利息 4,072 5,764

受取配当金 10,147 9,126

持分法による投資利益 － 29,848

その他 7,148 11,343

営業外収益合計 27,203 58,411

営業外費用

支払利息 6,760 15,230

複合金融商品評価損 13,943 17,584

為替差損 448 925

持分法による投資損失 392 －

営業外費用合計 21,545 33,739

経常利益 1,382,998 2,039,621

特別利益

貸倒引当金戻入額 21,366 －

関係会社株式売却益 － 6,589

移転補償金 19,364 －

受取和解金 53,308 －

その他 1,942 －

特別利益合計 95,981 6,589
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

特別損失

固定資産処分損 2,412 4,421

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 117,287 －

データセンター移設損失引当金繰入額 － 83,932

減損損失 65,032 62,319

持分変動損失 － 2,202

特別損失合計 184,732 152,876

税金等調整前四半期純利益 1,294,248 1,893,334

法人税等 552,163 789,091

少数株主損益調整前四半期純利益 742,084 1,104,242

四半期純利益 742,084 1,104,242
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 742,084 1,104,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,449 1,604

為替換算調整勘定 △2,801 △758

持分法適用会社に対する持分相当額 55 △4,392

その他の包括利益合計 △21,195 △3,546

四半期包括利益 720,889 1,100,696

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 720,889 1,100,696

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 1,294,248 1,893,334

減価償却費 521,849 841,889

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 117,287 －

減損損失 65,032 62,319

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,366 803

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,162 △276,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101,193 △107,038

データセンター移設損失引当金の増減額（△は
減少）

△137,645 37,311

受取利息及び受取配当金 △20,054 △17,218

支払利息 6,760 15,230

為替差損益（△は益） 149 244

関係会社株式売却損益（△は益） － △6,589

持分変動損益（△は益） － 2,202

固定資産処分損益（△は益） 2,412 4,421

複合金融商品評価損益（△は益） 13,943 17,584

持分法による投資損益（△は益） 392 △29,848

売上債権の増減額（△は増加） 697,463 △445,926

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,018 △1,205,312

仕入債務の増減額（△は減少） △295,092 1,020,612

長期未払金の増減額（△は減少） △23,700 △13,200

その他の資産の増減額（△は増加） △394,168 △537,223

その他の負債の増減額（△は減少） 169,520 93,831

小計 1,690,656 1,351,178

利息及び配当金の受取額 19,614 15,969

利息の支払額 △5,523 △14,355

法人税等の支払額 △121,505 △719,814

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,583,242 632,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 200,000 200,000

投資有価証券の取得による支出 △300,278 △450,128

関係会社株式の売却による収入 － 100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,419,896 △1,065,938

敷金及び保証金の差入による支出 △79,576 △20,349

敷金及び保証金の回収による収入 100 6,834

その他 2 50,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,599,648 △1,179,579
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △31 △24

配当金の支払額 △647,075 △647,965

リース債務の返済による支出 △56,829 △160,481

財務活動によるキャッシュ・フロー △703,937 △808,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,538 △1,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △722,880 △1,356,743

現金及び現金同等物の期首残高 7,189,788 6,379,506

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,466,907 5,022,762
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  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

 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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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 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 

 
（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、連結子会社が行っているシステ

 ム運営管理受託や人材派遣等を含んでおります。 

      ２  セグメント利益又は損失の調整額△656,383千円には、セグメント間取引747千円、各報告セグメントに配

 分していない全社費用△657,131千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな 

 い、データセンター増強に伴う並行稼働コストであります。 

      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利益と調整を行っております。  

（５）セグメント情報等

(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

金融 
システム 
事業

流通 
サービス 
システム 
事業

ＢＰＯ
事業

ＨＵＬＦＴ
事業

計

売上高

 外部顧客への 
 売上高

7,158,812 2,041,450 701,752 2,654,087 12,556,102 569,358 13,125,461 ―13,125,461

 セグメント間  
 の内部売上高 
 又は振替高

― 49,800 1,084 ― 50,885 618,986 669,871 △669,871 ―

計 7,158,812 2,091,251 702,836 2,654,087 12,606,987 1,188,345 13,795,333 △669,871 13,125,461

セグメント利益 
又は損失(△)

712,146 41,555 △36,424 1,262,255 1,979,532 54,190 2,033,723 △656,383 1,377,340
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

 １．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 

 
（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、連結子会社が行っているシス 

テム運営管理受託や人材派遣等を含んでおります。 

      ２ セグメント利益又は損失の調整額△446,398千円には、セグメント間取引消去△2,343千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△444,055千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰

属しない、データセンター増強に伴う並行稼働コストであります。 

      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利益と調整を行っております。  

  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間から、セグメント利益又は損失の算定に用いる一般管理費の配賦方法につい

て、セグメントの事業をより適正に評価管理するための見直しを行っております。 

 なお、変更後の一般管理費の配賦方法により作成した前第２四半期連結累計期間に係る報告セグメン

トごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報は、「Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成

22年４月１日 至 平成22年９月30日）」に記載しております。 

  

(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

金融 
システム 
事業

流通 
サービス 
システム 
事業

ＢＰＯ
事業

ＨＵＬＦＴ
事業

計

売上高

 外部顧客への 
 売上高

8,706,637 2,536,354 736,757 2,749,320 14,729,070 609,613 15,338,684 ―15,338,684

 セグメント間 
 の内部売上高 
  又は振替高

― ― 996 9,850 10,847 701,440 712,288 △712,288 ―

計 8,706,637 2,536,354 737,753 2,759,171 14,739,918 1,311,054 16,050,972 △712,288 15,338,684

セグメント利益 
又は損失(△)

750,100 315,019 △64,991 1,389,083 2,389,211 72,137 2,461,348 △446,398 2,014,950
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  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

（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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