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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 9,085 9.9 △122 ― △281 ― △241 ―
24年3月期第2四半期 8,265 △10.7 △180 ― △386 ― △393 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △357百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △141百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △3.06 ―
24年3月期第2四半期 △4.98 ―

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

25年3月期第2四半期 34,597 12,335 35.7 156.27
24年3月期 32,801 12,795 38.9 161.79
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,335百万円 24年3月期  12,771百万円

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  
配当予想額については、未定です。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 18,900 4.2 △120 ― △480 ― △620 ― △7.85
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(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  ：  無  

(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きの対象外でありますが、この四半期決算短信開示時点において、四半期財務諸表に
対するレビュー手続きは終了しております。 

※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、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でのであり、実際の業績は今後、
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料６ページ「（3）連結業績予想に関する定性的事
項」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 80,130,000 株 24年3月期 80,130,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,191,954 株 24年3月期 1,191,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 78,938,046 株 24年3月期2Q 78,939,240 株
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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 
当第２四半期連結累計期間（以下｢当四半期｣といいます。）におけるわが国の経済は、引

き続き厳しい状況にあるものの、復興需要を背景として緩やかな持ち直しがみられました。

しかし欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然として高い中で、世界景気のさらなる下振

れや金融資本市場の変動がわが国の景気を下押しするリスクとなり、今後の本格的な景気

回復に向けては不透明な状況で推移いたしました。 
このような経済環境のもと、当社グループは当年度を初年度とし平成 26 年度を最終年度

とする中期経営計画「To The Ｎext 2014」に基づく経営構造改革に取り組んでおります。 
当四半期の連結業績は、不動産流通市場が震災前の水準に回復したことにより中古マン

ション等の再生販売事業が大幅な増収となり、また前年同四半期に震災の影響を大きく受

けたスモールラグジュアリーホテル「ホテル西洋 銀座」も利用客の回復や個人のお客様向

け企画商品の好調により大幅な増収となったこと等から、売上高は 9,085 百万円（前年同

四半期比 9.9％増）、営業損失は 122 百万円（前年同四半期は営業損失 180 百万円）、経常損

失は 281 百万円（前年同四半期は経常損失 386 百万円）、四半期純損失は 241 百万円（前

年同四半期は四半期純損失 393 百万円）となりました。 
 

 

■連結経営成績 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

売上高 8,265 9,085 +819
営業利益 △ 180 △ 122 +57
経常利益 △ 386 △ 281 +104
四半期純利益 △ 393 △ 241 +151  

 
セグメント別の業績概況は以下の通りです。なお本業であるオペレーション事業への回

帰に向けた経営構造改革を目的として、第 1 四半期連結会計期間より｢レジャー関連事業｣

を廃止するとともに｢その他事業｣を新設し、｢不動産関連事業｣からサービサー事業とソフ

トウエア開発事業を、｢レジャー関連事業｣からレジャーホテル事業をそれぞれ｢その他事

業｣へセグメント変更しました。また前年同四半期の実績は新たなセグメントに組み替えた

上で算出しております。 
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■セグメント別売上高 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

映像関連事業 1,760 1,584 △176
ホテル飲食関連事業 3,183 3,664 +480
不動産関連事業 2,459 3,121 +661
その他事業 861 714 △146

連結合計 8,265 9,085 +819

■セグメント別営業利益 （百万円）
前年同四半期 当四半期 増減

映像関連事業 6 32 +26
ホテル飲食関連事業 △98 0 +99
不動産関連事業 193 232 +39
その他事業 46 △84 △130
調整額 △327 △303 +23

連結合計 △ 180 △ 122 +57  
 
＜映像関連事業＞ 
（映画興行事業） 

映画興行事業は、サービスレベルの向上を目指しデジタル映写機や座席予約システムの

導入を進めるとともに、関西単館系映画館の営業力強化に向けて他社との連携による宣伝

強化に取り組んでおります。 
当四半期の上映作品では、『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's』『ダーク・シ

ャドウ』『夢売るふたり』等が売上に貢献いたしました。 
当四半期の業績は、上記ヒット作品もあり、既存館ベースでは前年同四半期並みの売上

高となりましたが、入居ビルの建て替え、震災、事業再構築のため前年度に４館を閉館し

たことから前年同四半期比で減収となりました。 
 なお当四半期末現在の映画館数およびスクリーン数は 10 館 22 スクリーンです。 

 
（映画配給事業） 

映画配給事業は、売上高の底上げを図るため、新規クライアントからの受託作品獲得や

受託作品の一本当り興行収入の増加に取り組んでおります。 
当四半期の公開作品では、『それいけ！アンパンマン よみがえれ バナナ島』が９月末日

時点で興行収入５億円を超え、シリーズ歴代２位となる成績を記録いたしました。 
当四半期の業績は、配給収入を計上した『神☆ヴォイス』『ブライズメイズ 史上最悪の

ウェディングプラン』『スープ ～生まれ変わりの物語～』等の配給成績が好調だったこと

等により前年同四半期比で増収となりました。 
 
（広告事業） 
広告事業は、新規顧客の獲得と既存顧客からの受注拡大を目指し、映画館デジタル化の

追い風を受けたセールスプロモーションの受注獲得に取り組んでおります。 
当四半期の業績は、上記取り組みにより、映画館用コマーシャルを大手企業から新規に
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受注することができましたが、映画関連大手クライアントの公開作品数の減少や前年度に

不採算部門を整理したこと等により前年同四半期比で減収となりました。 
 
以上の結果、映像関連事業の売上高は 1,584 百万円（前年同四半期比 10.0％減）となり

ましたが、映画興行事業における不採算事業所の撤退等が寄与し営業利益は 32 百万円（前

年同四半期比 419.4％増）となりました。 
 

＜ホテル飲食関連事業＞ 
（ホテル事業） 
スモールラグジュアリーホテル｢ホテル西洋 銀座｣は、海外ビジネス客の回復の遅れと近

隣ホテルオープンにより競合激化する中で、稼働重視の営業で企画商品を投入し個人客の

利用拡大を目指す一方、婚礼営業の外部委託化による受注件数のアップに取り組みました。 
当四半期の業績は、震災からの回復に加えて、宿泊・料飲ともに企画商品が好評を得て

個人客の利用が高まるとともに業務委託により婚礼営業の受注件数が大幅に伸びたことに

より、前年同四半期比で大幅な増収となりました。 
 

（飲食事業） 
主力の焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣は、店舗の拡大とともに既存店売上高を前年同四半期

並みに維持することを目指し、施設改修投資や、串の１本売り、ドリンクタイムセールス

等の販促活動に取り組みました。その結果、既存店ベースで前年同四半期並みの売上高を

確保し、さらに前年度に北海道に２店舗、東京に１店舗、当四半期に仙台に１店舗の合計

４店舗を出店したことにより、前年同四半期比で増収となりました。 
 また都内ダイニング＆バーも、従来のノウハウを活かした新業態による店舗展開を目指

し、本年７月に地中海バール｢TOKYO Mar Mare｣を東京駅八重洲口にオープンし順調な滑

り出しとなったことから、前年同四半期比で増収となりました。 
当四半期の飲食事業全体の業績は、新店効果により前年同四半期比で増収となりました。 
なお当四半期末現在の飲食店舗数は、下表の通りです。 

 

 

■飲食店舗数
前年度末 当四半期末 増減

北海道 23 23 0
仙台 4 5 +1
東京 2 2 0

焼鳥専門店チェーン｢串鳥｣計 29 30 +1
串焼専門店｢串鳥番外地｣ 2 2 0
都内ダイニング＆バー 4 5 +1
キャバレー 1 1 0

36 38 +2合　計  
 
以上の結果、ホテル飲食関連事業の売上高は 3,664 百万円（前年同四半期比 15.1％増）、 
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営業利益は０百万円（前年同四半期は営業損失 98 百万円）となりました。 
 
＜不動産関連事業＞ 
（不動産賃貸管理事業） 

不動産賃貸管理事業は、安定収益基盤の確立を目指し、保有資産の有効活用・入替を図

るとともに、賃貸商業施設運営事業の契約期間満了に向けた対応に取り組んでおります。 
当四半期の業績は、契約期間満了が近づく賃貸商業施設運営事業の賃料収入が減収とな

ったことに加え、施設管理事業において前年同四半期に震災特需のあった営繕工事の受注

が減少したこと等から前年同四半期比で減収となりました。 
 

（不動産販売事業） 
中核の中古マンション等の再生販売事業は、資金回転率を重視したマネジメントに取り

組んでおります。 
当四半期の業績は、不動産流通市場が震災前の水準に回復したことや第１四半期連結会

計期間の仕入れが順調に推移したこと等により中古マンション等の再生販売事業の売上計

上戸数が大幅に増加したことや、それを受けてマンション等のリフォーム事業においても

受注件数が増加したことから、前年同四半期比で大幅な増収となりました。 
  
以上の結果、不動産関連事業の売上高は 3,121 百万円（前年同四半期比 26.9％増）、営業

利益は 232 百万円（前年同四半期比 20.3％増）となりました。 
 
＜その他事業＞ 
当四半期の業績は、レジャーホテル事業は前年同四半期並みの売上高を確保しましたが、

サービサー事業は中小企業等金融円滑化法が１年間再延長されたこと等により厳しい事業

環境が続き前年同四半期比で大幅な減収となり、ソフトウエア開発事業も前年同四半期比

で減収となりました。 
 
以上の結果、その他事業の売上高は 714 百万円（前年同四半期比 17.0％減）、営業損失は

84 百万円（前年同四半期は営業利益 46 百万円）となりました。 
 
 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 
①資産負債及び純資産の状況 

（資産の部）  

流動資産は、現金及び預金の増加等に加え、固定資産からの振替により流動資産その他

が増加したこと等により、前年度末と比較し 3,136 百万円増加し 9,785 百万円となりまし

た。 
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固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産において減価償却が進んだこと等に加え、

差入保証金及び投資その他の資産その他において流動資産への振替により減少したこと

等により、前年度末と比較し 1,341 百万円減少し 24,812 百万円となりました。 

以上の結果、当四半期末における資産の部は、前年度末と比較し 1,795 百万円増加し

34,597 百万円となりました。 

（負債の部） 

負債の部は、有利子負債の増加や流動負債その他の増加等により、前年度末と比較し

2,255 百万円増加し 22,261 百万円となりました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、四半期純損失の計上や配当金の支払等により、前年度末と比較し 460百

万円減少し 12,335 百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当四半期末の現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前年同四半期末に比べ 2,948

百万円増加し、4,795 百万円となりました。また、前年度末に比べ 2,438 百万円増加しま

した。各キャッシュ・フローの状況と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、資金は 530 百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期

純損失 328 百万円を計上しているものの、たな卸資産の減少 129 百万円やその他の資産増

減額の減少 192 百万円等に加え、減価償却費 264 百万円などの非資金項目の調整による増

加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、資金は 1,694 百万円の増加となりました。これは、飲食事業において

「串鳥」の新規出店や改装のための設備投資など有形固定資産の取得 140 百万円等があっ

たものの、有形固定資産の売却に係る手付け収入 1,800 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、資金は 217 百万円の増加となりました。これは、配当金の支払 77 百

万円があったものの、有利子負債の増加 295 百万円があったこと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 
通期の業績予想につきましては、平成24年10月24日に公表した業績予想からの変更はあ

りません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,453,506 4,816,855 

受取手形及び売掛金 588,969 543,067 

商品 49,420 49,050 

販売用不動産 1,028,844 895,244 

貯蔵品 27,916 26,286 

繰延税金資産 87,505 133,040 

その他 2,552,287 3,550,360 

貸倒引当金 △139,654 △228,695 

流動資産合計 6,648,796 9,785,209 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,641,780 6,551,055 

機械装置及び運搬具（純額） 155,787 144,305 

工具、器具及び備品（純額） 206,309 220,949 

土地 13,877,204 13,855,124 

リース資産（純額） 119,631 180,626 

建設仮勘定 57,472 525 

有形固定資産合計 21,058,186 20,952,585 

無形固定資産   

借地権 325,984 325,984 

ソフトウエア 28,998 57,644 

リース資産 － 2,737 

その他 17,891 17,342 

無形固定資産合計 372,873 403,709 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,147,623 1,243,080 

関係会社株式 221,267 － 

長期貸付金 1,737 1,245 

差入保証金 2,246,267 1,194,373 

繰延税金資産 766,975 835,672 

その他 385,680 226,584 

貸倒引当金 △47,475 △45,210 

投資その他の資産合計 4,722,076 3,455,746 

固定資産合計 26,153,136 24,812,041 

資産合計 32,801,932 34,597,251 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 670,733 691,629 

短期借入金 390,000 2,560,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,594,308 4,304,929 

リース債務 27,944 37,082 

未払金 352,514 441,862 

未払法人税等 105,972 74,539 

繰延税金負債 4,768 4,383 

賞与引当金 112,138 119,976 

その他 668,689 2,893,161 

流動負債合計 6,927,069 11,127,563 

固定負債   

社債 180,000 180,000 

長期借入金 8,432,409 6,865,262 

リース債務 98,750 156,073 

長期未払金 24,352 24,120 

長期預り保証金 1,572,231 1,146,290 

繰延税金負債 182,494 137,902 

再評価に係る繰延税金負債 1,898,113 1,898,113 

退職給付引当金 514,262 549,272 

役員退職慰労引当金 127,779 127,779 

資産除去債務 48,531 48,978 

固定負債合計 13,078,924 11,133,793 

負債合計 20,005,993 22,261,356 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,552,640 4,552,640 

資本剰余金 3,737,647 3,737,647 

利益剰余金 1,698,288 1,377,623 

自己株式 △236,961 △236,961 

株主資本合計 9,751,614 9,430,949 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △218,364 △333,057 

土地再評価差額金 3,238,003 3,238,003 

その他の包括利益累計額合計 3,019,638 2,904,945 

少数株主持分 24,685 － 

純資産合計 12,795,938 12,335,895 

負債純資産合計 32,801,932 34,597,251 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,265,831 9,085,599 

売上原価 6,073,235 6,530,722 

売上総利益 2,192,595 2,554,877 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 132,187 126,667 

広告宣伝費 33,979 45,585 

人件費 1,266,462 1,379,392 

賞与引当金繰入額 90,042 83,827 

退職給付費用 34,952 33,077 

賃借料 142,937 161,672 

水道光熱費 82,415 92,169 

貸倒引当金繰入額 33,092 94,531 

その他 556,529 660,561 

販売費及び一般管理費合計 2,372,599 2,677,485 

営業損失（△） △180,003 △122,608 

営業外収益   

受取利息 116 314 

受取配当金 14,027 23,006 

協賛金収入 12,816 14,328 

持分法による投資利益 3,570 － 

その他 12,323 19,357 

営業外収益合計 42,854 57,007 

営業外費用   

支払利息 209,187 210,238 

その他 40,017 6,068 

営業外費用合計 249,204 216,307 

経常損失（△） △386,353 △281,908 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,739 

受取解約違約金 12,745 － 

負ののれん発生益 － 4,465 

特別利益合計 12,745 6,204 
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

特別損失   

特別退職金 13,043 － 

関係会社株式売却損 53,434 － 

投資有価証券評価損 52,715 － 

固定資産除却損 29,882 4,440 

減損損失 － 47,414 

災害による損失 1,104 － 

事業所閉鎖損失 17,765 － 

和解金 － 1,210 

特別損失合計 167,945 53,065 

税金等調整前四半期純損失（△） △541,554 △328,769 

法人税、住民税及び事業税 62,173 64,450 

法人税等調整額 △211,637 △150,578 

法人税等合計 △149,464 △86,127 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △392,089 △242,641 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 969 △914 

四半期純損失（△） △393,059 △241,726 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △392,089 △242,641 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △69,052 △114,693 

持分法適用会社に対する持分相当額 320,083 － 

その他の包括利益合計 251,031 △114,693 

四半期包括利益 △141,057 △357,334 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △142,027 △356,419 

少数株主に係る四半期包括利益 969 △914 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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損失（△） △541,554 △328,769 

減価償却費 261,755 264,143 

減損損失 － 47,414 

のれん償却額 2,692 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,018 86,774 

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,617 7,837 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,810 35,010 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,112 － 

受取利息 △116 △314 

受取配当金 △14,027 △23,006 

持分法による投資損益（△は益） △3,570 － 

支払利息 209,187 210,238 

為替差損益（△は益） 32,003 3,825 

受取解約違約金 △12,745 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △450 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 52,715 － 

固定資産除却損 21,935 4,440 

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,739 

関係会社株式売却損益（△は益） 53,434 － 

商品評価損 23,160 5,832 

出資金運用損益（△は益） △2,419 745 

負ののれん発生益 － △4,465 

たな卸資産の増減額（△は増加） △309,643 129,767 

売上債権の増減額（△は増加） 77 54,202 

仕入債務の増減額（△は減少） 34,538 20,895 

その他の資産の増減額（△は増加） 58,573 192,557 

その他の負債の増減額（△は減少） △260,618 88,500 

小計 △340,360 793,892 

利息及び配当金の受取額 31,213 23,320 

利息の支払額 △215,202 △199,668 

法人税等の支払額 △106,160 △86,775 

営業活動によるキャッシュ・フロー △630,509 530,769 
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 19,528 2,487 

関係会社株式の取得による支出 － △19,305 

関係会社株式の売却による収入 44,830 － 

短期貸付金の増減額（△は増加） △480 － 

長期貸付けによる支出 △500 － 

長期貸付金の回収による収入 1,010 491 

有形固定資産の取得による支出 △160,665 △140,028 

有形固定資産の売却による収入 － 23,819 

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 1,800,000 

無形固定資産の取得による支出 △4,556 △38,821 

出資金の払込による支出 △3,640 △9,800 

定期預金の預入による支出 △37,003 △37,301 

定期預金の払戻による収入 36,001 112,831 

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,475 1,694,372 

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） △66,000 2,170,000 

長期借入れによる収入 3,195,000 651,000 

長期借入金の返済による支出 △2,772,714 △2,507,526 

社債の償還による支出 △100,000 － 

リース債務の返済による支出 △8,864 △18,243 

自己株式の取得による支出 △72 － 

配当金の支払額 △77,612 △77,668 

少数株主への配当金の支払額 △1,053 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,683 217,562 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,003 △3,825 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △599,304 2,438,878 

現金及び現金同等物の期首残高 2,446,025 2,356,775 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,846,721 4,795,654 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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