
                                 
 
 

平成 28年２月 12日 

各      位 
                      会 社 名 株式会社ダイドーリミテッド 

                      代表者名 取締役社長  大川 伸 

                         (コード番号 3205 東証・名証第一部) 

                                         問合せ先 取締役執行役員 経理財務担当 福羅 喜代志 

                                            ( TEL： 03 －3257 － 5022 ) 

 
 

（訂正）「平成 26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

 

 当社は、平成 25 年８月５日に開示いたしました表記開示資料について、一部訂正を行いましたので

お知らせいたします。 

 

 

1. 訂正内容と理由 
  訂正内容と理由につきましては、平成 28年２月 12日付「過年度の決算短信等ならびに平成 28年 

 ３月期第１四半期・第２四半期決算短信および有価証券報告書等の訂正に関するお知らせ」にて開示 

 しておりますのでご参照ください。 

 
 
2. 訂正箇所 
  訂正箇所が複数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿＿下線 
 を付して表示しております。 
 
 

以上 
 

 

 

               



(訂正後) 

 

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年８月５日 

上場会社名 株式会社ダイドーリミテッド 上場取引所  東 名 

コード番号 3205 ＵＲＬ http://www.daidoh-limited.com/ 

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大川  伸   

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 経理財務担当 (氏名) 福羅 喜代志 TEL 03-3257-5022 

四半期報告書提出予定日 平成25年８月９日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   

四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％ 

26年３月期第１四半期 6,197 △2.0 △229 － △82 － △154 － 

25年３月期第１四半期 6,322 △5.4 △44 － 37 △85.1 △111 － 

（注）包括利益  26年３月期第１四半期  △389百万円（－％）  25年３月期第１四半期△337百万円（－％） 

 

 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 

26年３月期第１四半期 △4.55 － 

25年３月期第１四半期 △3.28 － 

 

(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 

26年３月期第１四半期 46,553 24,231 51.5 707.65 

25年３月期 48,671 25,333 51.6 740.41 

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  23,985百万円  25年３月期  25,095百万円 

 

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 

25年３月期 － 10.00 － 20.00 30.00 

26年３月期 －     

26年３月期(予想)  10.00   20.00 30.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期(累計) 12,100 △4.4 △810 － △680 － △590 － △17.37 

通期 26,600 △3.8 440 △37.6 810 △24.7 240 △33.7 7.07 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 

  

(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 ：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 

  

(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) 26年３月期１Ｑ 37,696,897株 25年３月期 37,696,897株 

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 3,802,159株 25年３月期 3,802,067株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 33,894,822株 25年３月期１Ｑ 34,079,281株 

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは終了

していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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）P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済・金融政策などの効果により、円高是正や株価上昇の動きなど国内経済の回復の兆しが見られまし

た。しかしながら、不安定な世界経済などの影響も受け、依然として先行き不透明な状況で推移しており

ます。 

衣料品業界におきましては、資産効果や景気回復の期待感はあるものの消費マインドの改善にはいたら

ず、引き続き厳しい状況下にあります。 

このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の基本理念を基に経営の

効率化をすすめております。当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけ

る衣料事業の中国工場群におきましては、引き続き経費の削減など事業の効率化を進めてまいりました。 

衣料事業におきましては、株式会社ニューヨーカーは多様化する顧客の志向への対応のため商品構成の

見直しをおこない、売上高は前年同四半期を上回ることができました。ＯＥＭ（取引先ブランド製造卸）

は利益率・資金効率の低い事業を縮小したため、売上高は前年同四半期比で減少いたしました。 

不動産賃貸事業は、小田原の商業施設「ダイナシティ」やオフィス賃貸などで、売上高が前年同四半期

比で減少いたしました。 

また、受取利息や受取配当金などの営業外収益225百万円、支払利息などの営業外費用78百万円をそれぞ

れ計上いたしました。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は6,197百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業損

失は229百万円（前年同四半期は営業損失44百万円）、経常損失は82百万円（前年同期は経常利益37百万

円）、四半期純損失は154百万円（前年同四半期は四半期純損失111百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末と比較して2,118百万円減少し、46,553百万円（前連

結会計年度比4.4％減）となりました。この主な内容は、現金及び預金の減少、売掛金の減少、減価償却に

よる固定資産の減少、投資有価証券の時価評価による影響等であります。純資産は1,101百万円減少

し24,231百万円（前連結会計年度比4.3％減）となり、自己資本比率は51.5％となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期第２四半期累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月７日公表

の業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  4,183  3,262 

  受取手形及び売掛金  3,132  2,783 

  有価証券  11,714  － 

  たな卸資産  5,186  5,083 

  その他  1,420  1,785 

  貸倒引当金  △46  △48 

  流動資産合計  25,591  12,865 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  8,445  8,280 

   その他（純額）  3,284  3,263 

   有形固定資産合計  11,730  11,543 

  無形固定資産  1,219  1,192 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  7,807  18,505 

   その他  2,705  2,824 

   貸倒引当金  △382  △378 

   投資その他の資産合計  10,130  20,951 

  固定資産合計  23,080  33,687 

 資産合計  48,671  46,553 

負債の部     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  947  641 

  短期借入金  3,860  3,860 

  1年内返済予定の長期借入金  1,660  1,660 

  未払法人税等  1,322  564 

  賞与引当金  60  94 

  ポイント引当金  67  68 

  その他  2,914  3,259 

  流動負債合計  10,832  10,149 

 固定負債     

  長期借入金  4,510  4,510 

  長期預り保証金  6,376  6,330 

  その他  1,619  1,332 

  固定負債合計  12,505  12,172 

 負債合計  23,338  22,321 
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  6,891  6,891 

  資本剰余金  8,657  8,657 

  利益剰余金  11,575  10,705 

  自己株式  △3,849  △3,849 

  株主資本合計  23,276  22,406 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  1,414  631 

  為替換算調整勘定  405  947 

  その他の包括利益累計額合計  1,819  1,579 

 新株予約権  153  156 

 少数株主持分  84  89 

 純資産合計  25,333  24,231 

負債純資産合計  48,671  46,553 
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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１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高  6,322  6,197 

売上原価  2,834  2,859 

売上総利益  3,487  3,338 

販売費及び一般管理費  3,532  3,568 

営業損失（△）  △44  △229 

営業外収益     

 受取利息  109  68 

 受取配当金  101  100 

 為替差益  －  5 

 持分法による投資利益  －  5 

 その他  39  46 

 営業外収益合計  250  225 

営業外費用     

 支払利息  81  67 

 為替差損  43  － 

 持分法による投資損失  35  － 

 その他  8  10 

 営業外費用合計  169  78 

経常利益又は経常損失（△）  37  △82 

特別損失     

 固定資産除売却損  1  0 

 特別損失合計  1  0 

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（△） 

 35  △82 

法人税、住民税及び事業税  142  94 

法人税等調整額  5  △20 

法人税等合計  148  73 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △112  △156 

少数株主損失（△）  △0  △2 

四半期純損失（△）  △111  △154 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △112  △156 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △556  △782 

 為替換算調整勘定  322  529 

 持分法適用会社に対する持分相当額  9  20 

 その他の包括利益合計  △225  △232 

四半期包括利益  △337  △389 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △341  △394 

 少数株主に係る四半期包括利益  3  5 

 



株式会社ダイドーリミテッド（3205） 平成26年3月期第1四半期決算短信 
 

- 8 - 
 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 

該当事項はありません。 

 

 

（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。 

 

 



(訂正前) 

 

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年８月５日 

上場会社名 株式会社ダイドーリミテッド 上場取引所  東 名 

コード番号 3205 ＵＲＬ http://www.daidoh-limited.com/ 

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大川  伸   

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 経理財務担当 (氏名) 福羅 喜代志 TEL 03-3257-5022 

四半期報告書提出予定日 平成25年８月９日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   

四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％ 

26年３月期第１四半期 6,197 △2.0 △229 － △82 － △154 － 

25年３月期第１四半期 6,322 △5.4 △44 － 37 △85.1 △110 － 

（注）包括利益  26年３月期第１四半期  △389百万円（－％）  25年３月期第１四半期△336百万円（－％） 

 

 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 

26年３月期第１四半期 △4.55 － 

25年３月期第１四半期 △3.24 － 

 

(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 

26年３月期第１四半期 46,548 24,672 52.5 720.66 

25年３月期 48,667 25,774 52.5 753.41 

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  24,426百万円  25年３月期  25,536百万円 

 

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 

25年３月期 － 10.00 － 20.00 30.00 

26年３月期 －     

26年３月期(予想)  10.00 －  20.00 30.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期(累計) 12,100 △4.4 △810 － △680 － △590 － △17.37 

通期 26,600 △3.8 440 △37.6 810 △24.7 240 △33.9 7.07 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 

  

(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 ：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 

  

(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) 26年３月期１Ｑ 37,696,897株 25年３月期 37,696,897株 

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 3,802,159株 25年３月期 3,802,067株 

③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 33,894,822株 25年３月期１Ｑ 34,079,281株 

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは終了

していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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）P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済・金融政策などの効果により、円高是正や株価上昇の動きなど国内経済の回復の兆しが見られまし

た。しかしながら、不安定な世界経済などの影響も受け、依然として先行き不透明な状況で推移しており

ます。 

衣料品業界におきましては、資産効果や景気回復の期待感はあるものの消費マインドの改善にはいたら

ず、引き続き厳しい状況下にあります。 

このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の基本理念を基に経営の

効率化をすすめております。当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）におけ

る衣料事業の中国工場群におきましては、引き続き経費の削減など事業の効率化を進めてまいりました。 

衣料事業におきましては、株式会社ニューヨーカーは多様化する顧客の志向への対応のため商品構成の

見直しをおこない、売上高は前年同四半期を上回ることができました。ＯＥＭ（取引先ブランド製造卸）

は利益率・資金効率の低い事業を縮小したため、売上高は前年同四半期比で減少いたしました。 

不動産賃貸事業は、小田原の商業施設「ダイナシティ」やオフィス賃貸などで、売上高が前年同四半期

比で減少いたしました。 

また、受取利息や受取配当金などの営業外収益225百万円、支払利息などの営業外費用78百万円をそれぞ

れ計上いたしました。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は6,197百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業損

失は229百万円（前年同四半期は営業損失44百万円）、経常損失は82百万円（前年同期は経常利益37百万

円）、四半期純損失は154百万円（前年同四半期は四半期純損失110百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末と比較して2,118百万円減少し、46,548百万円（前連

結会計年度比4.4％減）となりました。この主な内容は、現金及び預金の減少、売掛金の減少、減価償却に

よる固定資産の減少、投資有価証券の時価評価による影響等であります。純資産は1,101百万円減少

し24,672百万円となり、自己資本比率は52.5％となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期第２四半期累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月７日公表

の業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  4,183  3,262 

  受取手形及び売掛金  3,132  2,783 

  有価証券  11,714  － 

  たな卸資産  5,186  5,083 

  その他  1,416  1,781 

  貸倒引当金  △46  △48 

  流動資産合計  25,587  12,861 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  8,445  8,280 

   その他（純額）  3,284  3,263 

   有形固定資産合計  11,730  11,543 

  無形固定資産  1,219  1,192 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  7,807  18,505 

   その他  2,705  2,824 

   貸倒引当金  △382  △378 

   投資その他の資産合計  10,130  20,951 

  固定資産合計  23,080  33,687 

 資産合計  48,667  46,548 

負債の部     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  947  641 

  短期借入金  3,860  3,860 

  1年内返済予定の長期借入金  1,660  1,660 

  未払法人税等  877  119 

  賞与引当金  60  94 

  ポイント引当金  67  68 

  その他  2,914  3,259 

  流動負債合計  10,387  9,703 

 固定負債     

  長期借入金  4,510  4,510 

  長期預り保証金  6,376  6,330 

  その他  1,619  1,332 

  固定負債合計  12,505  12,172 

 負債合計  22,893  21,876 
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  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  6,891  6,891 

  資本剰余金  8,657  8,657 

  利益剰余金  12,016  11,146 

  自己株式  △3,849  △3,849 

  株主資本合計  23,716  22,846 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  1,414  631 

  為替換算調整勘定  405  947 

  その他の包括利益累計額合計  1,819  1,579 

 新株予約権  153  156 

 少数株主持分  84  89 

 純資産合計  25,774  24,672 

負債純資産合計  48,667  46,548 
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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１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高  6,322  6,197 

売上原価  2,834  2,859 

売上総利益  3,487  3,338 

販売費及び一般管理費  3,532  3,568 

営業損失（△）  △44  △229 

営業外収益     

 受取利息  109  68 

 受取配当金  101  100 

 為替差益  －  5 

 持分法による投資利益  －  5 

 その他  39  46 

 営業外収益合計  250  225 

営業外費用     

 支払利息  81  67 

 為替差損  43  － 

 持分法による投資損失  35  － 

 その他  8  10 

 営業外費用合計  169  78 

経常利益又は経常損失（△）  37  △82 

特別損失     

 固定資産除売却損  1  0 

 特別損失合計  1  0 

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（△） 

 35  △82 

法人税、住民税及び事業税  93  94 

法人税等調整額  53  △20 

法人税等合計  147  73 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △111  △156 

少数株主損失（△）  △0  △2 

四半期純損失（△）  △110  △154 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △111  △156 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  △556  △782 

 為替換算調整勘定  322  529 

 持分法適用会社に対する持分相当額  9  20 

 その他の包括利益合計  △225  △232 

四半期包括利益  △336  △389 

（内訳）     

 親会社株主に係る四半期包括利益  △340  △394 

 少数株主に係る四半期包括利益  3  5 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 

該当事項はありません。 

 

 

（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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