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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）

（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 494,335 14.7 11,362 356.5 12,607 226.8 6,197 －

24年3月期第2四半期 430,994 △0.7 2,488 △12.3 3,857 △7.1 △889 －

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 5,663百万円(395.0％) 24年3月期第2四半期 1,433百万円(－％)

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 163 24 163 15

24年3月期第2四半期 △23 44 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 472,797 223,155 44.4
24年3月期 518,805 219,280 39.7

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 209,952百万円 24年3月期 206,114百万円

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

24年3月期 － 35 00 － 35 00 70 00

25年3月期 － 40 00

25年3月期(予想) － 40 00 80 00

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)

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 1,037,000 6.0 23,500 18.6 25,600 16.7 11,500 33.6 302 90

00001054
新規スタンプ



  

 

 
（注）詳細は、添付資料5ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」をご覧ください。 

 
  

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。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、添付資料４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。 

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページ（http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/）に掲載

しております。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 －社、 除外 －社

（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
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 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) 25年3月期2Ｑ 38,855,810株 24年3月期 38,855,810株

② 期末自己株式数 25年3月期2Ｑ 890,081株 24年3月期 890,073株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Ｑ 37,965,733株 24年3月期2Ｑ 37,965,750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２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）における日本経済は、復興関連

需要を背景に国内需要が堅調に推移するなど緩やかな回復基調にありますが、世界景気の減速の動きを

受け企業の業況感が幾分慎重化しており、景気回復の動きに足踏み傾向がみられます。国内広告市場

（注１）においては、当第１四半期は前年同期比14.4％増加と二桁の伸びとなりましたが、当第２四半

期に入り震災の反動増も一巡し、また景気回復の動きが鈍化しつつあることなどを受け、７月、８月と

増加幅は縮小傾向にあります。 

 このような環境下、当社グループは、中期基本戦略である「次世代型の統合マーケティング・ソリュ

ーションの実践を通じて、企業のマーケティング活動全体の 適化を実現する責任あるパートナーとな

る」ことをベースに、「インターネット」「マーケティング／プロモーション」「グローバル」の３つ

の領域を重点戦略領域と定め、積極的な事業展開を継続してまいりました。この結果、売上高は4,943

億35百万円（前年同期比14.7％増加）と増収となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高を種目別に見ますと、すべての種目において前年同期を上回る結

果となりました。４マスメディアでは、前年第１四半期に震災の影響で大幅に減少しましたテレビスポ

ットの出稿が好調に推移して前年同期を大きく上回り、４マスメディア取引合計は前年同期だけでな

く、前々年同期を上回る結果となりました。また、４マスメディア以外は、インターネットメディアな

どすべての種目で伸びましたが、中でもマーケティング／プロモーションは、前年第１四半期の震災影

響からの回復に加え、新規連結子会社の寄与等があり前年同期を大きく上回りました。その結果、４マ

スメディア以外取引合計も前年同期だけでなく、前々年同期を上回る結果となりました。 

 一方、売上高を得意先業種別に見ますと、多くの業種で前年同期を上回っておりますが、売上構成比

の高い「自動車・関連品」「飲料・嗜好品」等が大幅に増加しております。（注２） 

売上総利益に関しては、当社グループ全体での収益性向上のための様々な取り組みを継続したことに

より、825億94百万円（同17.4％増加）となりました。販売費及び一般管理費は前期に比べ微増となり

ましたが、営業利益は113億62百万円（同356.5％増加）、経常利益は126億７百万円（同226.8％増加）

と、いずれも大幅な増益となりました。 

 これに特別利益の２億21百万円（同37.7％増加）及び特別損失の５億76百万円（同68.7％減少）を加

味した税金等調整前四半期純利益は122億52百万円（同462.6％増加）となり、税金等を控除した四半期

純利益は61億97百万円（前年同期は８億89百万円の損失）となりました。 

  

（注１）「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）によります。 

（注２）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

  

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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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ460億８百万円減少し、4,727億97百万円となりま

した。主な増減は、現金及び預金の減少100億15百万円、受取手形及び売掛金の減少328億34百万円、有

価証券の増加35億41百万円、繰延税金資産(流動と固定)の減少27億60百万円、投資有価証券の減少42億

69百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ498億83百万円減少し、2,496億41百万円となりました。主な増減

は、支払手形及び買掛金の減少368億69百万円、未払費用の減少36億75百万円、賞与引当金の減少49億

59百万円、未払法人税等の減少39億76百万円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ38億74百万円増加し、2,231億55百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の増加48億68百万円、その他有価証券評価差額金の減少10億62百万円であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は815億１百万円となり、前年同期より85億42百万円の

増加（前連結会計年度末より106億91百万円の減少）となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少（330億87百万円）、税金等調整前四半

期純利益122億52百万円の計上等があったものの、仕入債務の減少（△369億14百万円）、賞与引当

金の減少（△49億59百万円）、たな卸資産の増加（△24億９百万円）、法人税等の支払（△64億41

百万円）等の結果、79億48百万円の減少（前年同期は49億86百万円の減少）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入（41億55百万円）、債権信託

受益権の減少（10億78百万円）等があったものの、一方で定期預金の預入による支出（△45億35百

万円）、投資有価証券の取得による支出（△13億36百万円）、有形固定資産の取得による支出（△

10億74百万円）等により、14億46百万円の減少（前年同期は12億83百万円の減少）となりました。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入（５億31百万円）、配当金の支払

（△13億27百万円）、少数株主への配当金の支払（△３億91百万円）、長期借入金の返済による支

出（△１億25百万円）等の結果、13億17百万円の減少（前年同期は37億44百万円の減少）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今回、上期実績及び足もとの状況を踏まえ、通期の連結業績見通しにつきまして見直しを行なってお

ります。その結果、平成24年５月11日に公表させていただきました通期の連結業績見通しと大きな差異

がなかったため、現時点で見通しの修正を行なっておりません。 

なお、今回、数値の修正は行なっておりませんが、５月に公表しました通期連結業績見通しの数値に

つきまして、次のように考えております。 

  

◎ マクロ環境（国内広告市場）：下期の国内広告市場は、欧州債務危機の影響や中国経済の減速など

様々な要因を背景に、足もとに減速感が見られ、前年同期を下回る可能性があると見ております。

しかしながら、好調であった上期の実績を受け、通期では前期を上回ると見ております。 

◎ 売上高：このようなマクロ環境を受け、売上高につきましては、上期好調であった一部の業種に、

足もと、減速感があり、通期の見通しは、下振れる可能性があると見ております。 

◎ 売上総利益：上期の実績でも表れておりますように、売上総利益率が向上しておりますので、売上

高下振れの売上総利益に対する影響は、吸収出来る可能性があると見ております。 

◎ 営業利益：営業利益につきましては、売上総利益率の向上と販管費コントロールの徹底を進めてい

くことで、期初の見通し235億円を上回る可能性もあると見ております。 

  

 なお、参考までに、平成25年３月期通期の連結業績予想は、下記のとおりとなっております。 

  

 
(オペレーティング・マージン) = 営業利益／売上総利益    注）下期見通しは、通期見通し－上期実績 

  

（注）業績予想につきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績

は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円）

 

上期 下期 通期

平成25年
3月期

前年同期比
平成25年

3月期
前年同期比

平成25年
3月期

前年同期比

実績 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 494,335 63,341 14.7％ 542,665 △4,662 △0.9% 1,037,000 58,678 6.0%

営業利益 11,362 8,873 356.5％ 12,138 △5,189 △29.9％ 23,500 3,683 18.6%

経常利益 12,607 8,749 226.8％ 12,993 △5,095 △28.2％ 25,600 3,654 16.7%

当期純利益 6,197 7,087 － 5,303 △4,190 △44.1％ 11,500 2,895 33.6%

(オペレーティング・ 

 マージン)
(13.8%) (+10.2%) (13.5%) (△5.7%) (13.6%) (+1.3%)
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更していま

す。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

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 99,017 89,002

受取手形及び売掛金 265,273 232,439

有価証券 2,836 6,377

金銭債権信託受益権 5,807 4,751

たな卸資産 6,837 9,242

短期貸付金 1,971 1,896

繰延税金資産 8,012 5,290

その他 11,485 11,625

貸倒引当金 △711 △659

流動資産合計 400,531 359,966

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,294 16,670

減価償却累計額 △8,283 △8,649

建物及び構築物（純額） 8,011 8,021

土地 9,260 9,252

その他 5,380 5,692

減価償却累計額 △3,810 △3,995

その他（純額） 1,570 1,697

有形固定資産合計 18,842 18,971

無形固定資産

ソフトウエア 2,775 2,878

のれん 2,644 2,310

その他 1,782 1,772

無形固定資産合計 7,203 6,961

投資その他の資産

投資有価証券 53,900 49,630

長期貸付金 590 576

前払年金費用 12,345 11,561

繰延税金資産 7,273 7,233

その他 20,190 19,771

貸倒引当金 △2,071 △1,875

投資その他の資産合計 92,228 86,898

固定資産合計 118,274 112,830

資産合計 518,805 472,797
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（単位：百万円）

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 244,562 207,692

短期借入金 2,206 2,201

1年内返済予定の長期借入金 182 288

未払費用 8,021 4,345

未払法人税等 6,733 2,756

資産除去債務 45 137

賞与引当金 12,530 7,571

役員賞与引当金 236 37

債務保証損失引当金 50 50

その他 12,318 12,009

流動負債合計 286,887 237,090

固定負債

長期借入金 378 680

資産除去債務 9 9

退職給付引当金 7,835 7,331

役員退職慰労引当金 1,285 1,240

その他 3,128 3,288

固定負債合計 12,636 12,550

負債合計 299,524 249,641

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 88,894 88,894

利益剰余金 111,417 116,285

自己株式 △5,078 △5,078

株主資本合計 205,233 210,101

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,004 1,941

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △2,122 △2,089

その他の包括利益累計額合計 881 △148

新株予約権 287 296

少数株主持分 12,878 12,906

純資産合計 219,280 223,155

負債純資産合計 518,805 472,797
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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：百万円）

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 430,994 494,335

売上原価 360,631 411,741

売上総利益 70,363 82,594

販売費及び一般管理費

給料及び手当 29,758 30,811

退職給付費用 2,935 2,733

賞与引当金繰入額 5,983 6,902

役員退職慰労引当金繰入額 169 164

のれん償却額 250 354

貸倒引当金繰入額 △72 △139

その他 28,849 30,405

販売費及び一般管理費合計 67,874 71,232

営業利益 2,488 11,362

営業外収益

受取利息 106 103

受取配当金 600 506

為替差益 29 8

持分法による投資利益 587 600

保険解約返戻金 81 12

その他 251 168

営業外収益合計 1,655 1,399

営業外費用

支払利息 41 39

投資事業組合運用損 148 52

訴訟関連費用 － 18

その他 96 44

営業外費用合計 286 154

経常利益 3,857 12,607

特別利益

固定資産売却益 5 14

投資有価証券売却益 12 132

関係会社株式売却益 50 43

投資有価証券償還益 68 －

持分変動利益 1 0

事業譲渡益 14 －

負ののれん発生益 5 24

その他 1 7

特別利益合計 161 221
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（単位：百万円）

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

固定資産売却損 0 14

固定資産除却損 58 14

減損損失 － 24

投資有価証券売却損 9 4

投資有価証券評価損 1,536 355

ゴルフ会員権評価損 52 68

持分変動損失 － 1

事務所移転費用 5 54

関係会社清算損 6 －

特別退職金 152 8

和解金 － 1

その他 19 27

特別損失合計 1,841 576

税金等調整前四半期純利益 2,177 12,252

法人税、住民税及び事業税 1,616 2,755

法人税等調整額 869 2,721

法人税等合計 2,486 5,476

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△308 6,776

少数株主利益 581 578

四半期純利益又は四半期純損失（△） △889 6,197
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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：百万円)

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利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△308 6,776

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,635 △1,136

繰延ヘッジ損益 － △1

為替換算調整勘定 99 28

持分法適用会社に対する持分相当額 7 △3

その他の包括利益合計 1,742 △1,112

四半期包括利益 1,433 5,663

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 755 5,166

少数株主に係る四半期包括利益 678 496

(株)博報堂ＤＹホールディングス(2433)　平成25年3月期　第2四半期決算短信

10



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

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利益 2,177 12,252

減価償却費 1,172 1,266

減損損失 － 24

のれん償却額 250 354

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,333 △4,959

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △207 △198

退職給付引当金の増減額（△は減少） 109 △502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △250 △44

貸倒引当金の増減額（△は減少） △341 △248

受取利息及び受取配当金 △706 △609

支払利息 41 39

為替差損益（△は益） 49 13

持分法による投資損益（△は益） △587 △600

持分変動損益（△は益） △1 1

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △128

関係会社株式売却損益（△は益） △50 △43

投資有価証券評価損益（△は益） 1,536 355

固定資産売却損益（△は益） △5 0

固定資産除却損 58 14

売上債権の増減額（△は増加） 32,619 33,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,157 △2,409

仕入債務の増減額（△は減少） △26,908 △36,914

前払年金費用の増減額（△は増加） 932 784

その他 △3,591 △3,770

小計 △1,196 △2,235

利息及び配当金の受取額 786 761

利息の支払額 △37 △33

法人税等の支払額 △4,539 △6,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,986 △7,948
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（単位：百万円）

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

定期預金の預入による支出 △2,798 △4,535

定期預金の払戻による収入 2,620 4,155

有価証券の取得による支出 △1,000 △1,000

有価証券の売却による収入 3,764 1,000

有形固定資産の取得による支出 △353 △1,074

有形固定資産の売却による収入 2 29

無形固定資産の取得による支出 △585 △717

投資有価証券の取得による支出 △2,993 △1,336

投資有価証券の売却による収入 307 683

出資金の払込による支出 － △61

出資金の回収による収入 3 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

99 －

敷金の差入による支出 △350 △181

敷金の回収による収入 252 438

短期貸付金の増減額（△は増加） 152 77

長期貸付けによる支出 △29 △6

長期貸付金の回収による収入 17 20

債権信託受益権の増減額（△は増加） 82 1,078

その他 △475 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,283 △1,446

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） △441 △3

長期借入れによる収入 179 531

長期借入金の返済による支出 △418 △125

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40 △52

自己株式の取得による支出 △0 △0

子会社の自己株式の取得による支出 △1,300 －

子会社の自己株式の処分による収入 3 1

配当金の支払額 △1,325 △1,327

少数株主への配当金の支払額 △441 △391

少数株主からの払込みによる収入 38 50

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,744 △1,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,992 △10,702

現金及び現金同等物の期首残高 82,949 92,193

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 －

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ 10

現金及び現金同等物の四半期末残高 72,959 81,501
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該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の連結子会社は、

新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取扱い、及び広告表現

に関する企画、制作並びにマーケティング、ＰＲ等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を

集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。 

  

（参考情報） 

Ⅰ．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)における地域別の業績及

び海外売上高の状況は、以下のとおりです。 

  

ⅰ．地域別の業績 

 
  

ⅱ．海外売上高 

   

（注）「海外」に区分される主な国又は地域 

アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナ

ム、インド、オーストラリア 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

日本
(百万円)

海外
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 416,227 14,766 430,994 ― 430,994

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

1,096 2,992 4,088 (4,088) ―

計 417,324 17,758 435,083 (4,088) 430,994

営業費用 413,283 17,598 430,882 (2,376) 428,505

営業利益 4,040 159 4,200 (1,711) 2,488

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,796

Ⅱ 連結売上高(百万円) 430,994

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
3.7
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Ⅱ．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)における地域別の業績及

び海外売上高の状況は、以下のとおりです。 

  

ⅰ．地域別の業績 

 
  

ⅱ．海外売上高 

   

（注）「海外」に区分される主な国又は地域 

アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナ

ム、インド、オーストラリア 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

日本
(百万円)

海外
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 477,481 16,854 494,335 － 494,335

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

1,044 2,723 3,767 (3,767) －

計 478,525 19,578 498,103 (3,767) 494,335

営業費用 465,447 19,210 484,657 (1,683) 482,973

営業利益 13,078 368 13,446 (2,084) 11,362

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,359

Ⅱ 連結売上高(百万円) 494,335

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
3.9

（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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