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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】１．連結経営成績に関する定性的情報（参考）をご覧ください。  

(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 ％

21年9月期第1四半期 975 ― △113 ― △105 ― △295 ―

20年9月期第1四半期 1,208 34.1 8 △67.3 28 △15.8 328 ―

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

21年9月期第1四半期 △7.32 ―

20年9月期第1四半期 0.81 ―

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

21年9月期第1四半期 12,901 11,719 90.8 289.78
20年9月期 13,232 11,972 90.5 296.03

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  11,719百万円 20年9月期  11,972百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― ― ― ― ―

21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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2四半期連結累計期間 2,229 ― △94 ― △50 ― △268 ― △6.63

通期 4,869 11.0 △50 ― 44 ― △174 ― △4.30

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさまざまな要素
により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  42,442,851株 20年9月期  42,442,851株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  2,000,583株 20年9月期  2,000,528株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  40,442,296株 20年9月期第1四半期  40,442,352株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年10月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に起因す

る国際金融市場の混乱や原材料価格の高騰、株価の低迷、並びに急激な円高進行、個人消費も弱含みとなるなど、先

行き不透明感が強まる中で推移しました。

　こうした状況のもと、インベストメント事業は不動産及び株式投資が主たる業務のため、不動産価格の下落及び株

価の低迷の影響により売上を計上できませんでした。

　また、当社グループの中核であるゴルフ・リゾート事業においては、ゴルフ場の集客数が前年同期より増加してお

ります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高９億75百万円、営業損失１億13百万円、経常損失１億５百

万円、四半期純損失２億95百万円となりました。

　営業損失につきましては、決算短信の重要な後発事象に記載しましたコンサルティング契約に基づく報酬1億円が主

な要因であります。

　コンサルティング契約の概要は、抵当債券の買取が成立した場合の成功報酬であります。その経過は以下のとおり

であります。

（1）連結子会社である㈱Ａ.Ｃファイナンスは㈱新・カギハラホールディングの保有する不動産の１番抵当権の買

取を取締役会において決議する。

（2）㈱新・カギハラホールディングの保有する不動産の１番抵当権の債権買取交渉及び譲渡金額の折衝を主旨と

した契約書をイー・キャピタル㈱と締結。

（3）当該債権を保有する三和アクトマネジメント㈱と譲渡金額等の同意を得たので譲渡契約書を締結。

 

　事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。

①ゴルフ・リゾート事業 

　ゴルフ・リゾート事業におきましては、消費者マインドの悪化はあるものの、天候の影響をさほど受けなかったこ

ともあり、売上は上向きに推移しております。この結果、売上高３億95百万円、営業損失74百万円となりました。

②ファイナンス事業

　ファイナンス事業におきましては、営業貸付業務を縮小しておりますので、営業貸付収益１百万円、リース収益７

百万円となりました。又、コンサルティング契約に基づく報酬１億円を営業経費に計上しております。この結果、売

上高８百万円、営業損失１億56百万円となりました。

③インベストメント事業

　インベストメント事業におきましては、当該事業を取巻く経済環境が先行き不透明なので状況を静観しております。

この結果、売上高０円、営業損失２百万円となりました。

④建設事業

　建設事業におきましては、公共事業の競争激化、建設資材の高騰によるコストアップの影響を受けましたが、不採

算支店・営業所の廃止等により、売上高は減少したものの、営業利益を計上するに至りました。この結果、売上高３

億57百万円、営業利益１百万円となりました。

⑤リアルエステート事業

　リアルエステート事業は不動産市況が急速に悪化していると分析しております。従って、積極的経営はハイリスク

を伴うと判断し営業活動は控えております。この結果、売上高０円、営業損失８百万円となりました。

⑥ＩＴ事業

　ＩＴ事業は、収入が安定しており、当第１四半期連結会計期間においても高収益を計上しております。この結果、

売上高２億17百万円、営業利益１億26百万円となりました。

（参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正

　平成20年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、平成20年７月１日付で、

その所有する株式10株を１株に併合いたしました。その結果、発行済株式総数は併合前の424,428,513株から、併合後

は42,442,851株となりました。当該併合が前連結会計年度の開始日（平成19年10月１日）に行われたと仮定した場合

の、前年第１四半期及び前連結会計年度における１株当たり情報は以下のとおりであります。　

 20年９月期第１四半期 20年９月期

　１株当たり四半期（当期）純利益 ８円12銭　 △35円06銭　

　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 － －

　１株当たり純資産 364円90銭　 361円55銭　
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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

　当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ３億31百万円減少し129億１百万円となりました。流動資産は２

億51百万円減少し52億97百万円、固定資産は79百万円増加し76億４百万円となりました。流動資産減少の主な要因は

貸倒引当金の増加１億85百万円、現金及び預金の減少５億96百万円であり、一方で未収入金は４億14百万円増加して

おります。固定資産減少の主な要因は、「リース取引に関する会計基準」の早期適用によるリース資産の減少１億21

百万円であります。負債合計は前連結会計年度末に比べ78百万円減少し11億82百万円となりました。負債合計の減少

の主な要因は未払消費税等の減少79百万円であります。純資産では資本剰余金37億82百万円減少しておりますが、こ

れは利益剰余金の欠損填補によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比較して５億96百万円減少し29億81百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末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）

　営業活動による資金の減少は４億34百万円となりました。これは主に、未収入金（抵当債権の買取）の増加による

ものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は１億62百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出１億86百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は自己株式の取得による支出であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　当社が平成20年11月20日付にて公表した、決算短信の業績予想を本日付で修正しております。

 

４．その他

（１）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

　１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

　２．原価差異の配賦方法

　原価差異の配賦方法については、予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資

産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的な方法によっております。

　３．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度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。

　４．税金費用の算定方法

　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。

　５．棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切り下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売却額を

見積り、簿価切り下げを行っております。
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（２）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

　１．四半期財務諸表に関する事項の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算

定しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ3,150千円増加しております。

　３．重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

　有形固定資産

　当社及び連結子会社は、従来、主として定額法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、平成20年

10月１日以降に取得した建物を除く有形固定資産の減価償却の方法を定率法に変更しております。

　この変更は、投下資本の早期回収を通じて、より合理的な期間損益計算を行うため及び財務体質の強化を図るため

に行ったものであります。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ13,600千円増加しております。

　４．リース取引に関する会計基準の適用

　　　（貸主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

　　　（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引に係るリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,981,973 3,578,905

受取手形・完成工事未収入金等 397,790 375,685

有価証券 － 400

リース投資資産 114,052 －

未成工事支出金 171,529 165,959

その他のたな卸資産 47,863 56,310

未収消費税等 5,037 8,764

未収入金 2,168,249 1,754,077

営業出資金 982,000 997,000

営業貸付金 476,234 478,834

その他 113,436 108,294

貸倒引当金 △2,160,540 △1,975,262

流動資産合計 5,297,627 5,548,969

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

リース資産 － 121,786

賃貸資産合計 － 121,786

社用資産   

建物及び構築物（純額） 806,449 820,123

機械装置及び運搬具（純額） 114,929 122,568

器具備品（純額） 915,032 812,255

土地 2,516,920 2,515,453

社用資産合計 4,353,331 4,270,401

有形固定資産合計 4,353,331 4,392,187

無形固定資産   

その他 16,902 17,189

無形固定資産合計 16,902 17,189

投資その他の資産   

投資有価証券 108,195 123,782

関係会社株式 866,846 880,652

投資不動産 2,060,455 2,066,652

長期貸付金 1,862 2,009

破産更生債権等 371,491 －

その他 206,631 582,966

貸倒引当金 △381,571 △381,581

投資その他の資産合計 3,233,912 3,274,482

固定資産合計 7,604,146 7,683,859

資産合計 12,901,774 13,232,828

㈱Ａ．Ｃホールディングス（1783）　平成21年９月期　第１四半期決算短信

－5－



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 288,398 291,386

未払金 128,600 －

未払法人税等 53,260 34,790

未払消費税等 10,306 89,876

未成工事受入金 109,343 －

賞与引当金 3,217 5,951

その他 101,438 358,265

流動負債合計 694,565 780,270

固定負債   

退職給付引当金 168,098 164,887

受入保証金 318,449 －

その他 1,145 315,639

固定負債合計 487,694 480,526

負債合計 1,182,259 1,260,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 11,769,273 15,551,943

利益剰余金 △2,945,686 △6,432,379

自己株式 △604,072 △604,069

株主資本合計 11,719,514 12,015,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △43,462

評価・換算差額等合計 － △43,462

純資産合計 11,719,514 11,972,031

負債純資産合計 12,901,774 13,232,828
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 975,686

売上原価 463,256

売上総利益 512,430

販売費及び一般管理費 626,309

営業損失（△） △113,879

営業外収益  

受取利息 94

有価証券売却益 14,449

その他 13,415

営業外収益合計 27,958

営業外費用  

持分法による投資損失 13,806

その他 5,335

営業外費用合計 19,141

経常損失（△） △105,062

特別利益  

貸倒引当金戻入額 15,010

特別利益合計 15,010

特別損失  

投資有価証券売却損 3,124

固定資産除売却損 20

投資有価証券評価損 50,808

貸倒引当金繰入額 136,356

特別損失合計 190,310

税金等調整前四半期純損失（△） △280,362

法人税、住民税及び事業税 15,614

法人税等合計 15,614

四半期純損失（△） △295,976
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △280,362

減価償却費 104,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 185,267

その他の引当金の増減額（△は減少） 652

受取利息及び受取配当金 △94

持分法による投資損益（△は益） 13,806

有価証券売却損益（△は益） △14,299

投資有価証券売却損益（△は益） 3,124

投資有価証券評価損益（△は益） 50,808

リース投資資産の増減額（△は増加） 7,733

売上債権の増減額（△は増加） △22,104

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,570

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,447

未収入金の増減額（△は増加） △414,172

営業出資金の増減額（△は増加） 15,000

営業貸付金の増減額（△は増加） 2,600

仕入債務の増減額（△は減少） △2,987

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,565

未払消費税等の増減額（△は減少） △75,844

その他 △2,701

小計 △429,557

利息及び配当金の受取額 94

法人税等の支払額 △4,843

営業活動によるキャッシュ・フロー △434,306

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △80,180

有価証券の売却による収入 94,879

有形固定資産の取得による支出 △186,068

投資有価証券の売却による収入 5,060

無形固定資産の取得による支出 △1,300

貸付金の回収による収入 141

その他 4,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,623

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 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596,932

現金及び現金同等物の期首残高 3,578,905

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,981,973
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。

 

　　（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナン
ス事業 
（千円） 

インベス
トメント
事業

（千円）

建設事業 
 （千円）

リアルエ
ステート
事業

（千円） 

ＩＴ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
395,135 5,716 － 357,334 － 217,500 975,686 － 975,686

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 3,181 － － － － 3,181 △3,181 －

計 395,135 8,898 － 357,334 － 217,500 978,867 △3,181 975,686

 営業利益又は営業

損失(△)
△74,696 △156,883 △2,467 1,471 △8,356 126,910 △114,022 142 △113,879

　（注）１．事業区分の方法

日本標準産業分類を参考に、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。

２．各事業の主要事業内容

事業区分 主要製品

 ゴルフ・リゾート事業 ゴルフ場の買収、運営を行っております。

 ファイナンス事業 リース業、割賦販売、貸金業を行っております。

 インベストメント事業 不動産、投資事業組合等へ投資しております。

 建設事業
推進工法による下水道、電力、上水道及びその他地下埋設ライフラインの管渠

敷設工事の請負施工をしております。

 ＩＴ事業 マルチメディア端末のサーバーサービスを行っております。

 リアルエステート事業 不動産の売買及び仲介等に関する事業を行っております。

　　　　３．会計処理方法の変更

　　　　　　（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業損失がゴルフ・リ

ゾート事業で3,150千円増加しております。

　　　　　　（有形固定資産の減価償却に関する会計基準）

　当社及び連結子会社は、従来、主として定額法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、

平成20年10月１日以降に取得した建物を除く有形固定資産の減価償却の方法を定率法に変更しております。

この変更は、投下資本の早期回収を通じて、より合理的な期間損益計算を行うため及び財務体質の強化を図

るために行ったものであります。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益がＩＴ事業

で13,600千円減少しております。
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　　　　　　（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、ファイナンス事業の営業損

失に与える影響は軽微であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　海外売上高がないため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

　当社は、平成20年12月26日付で、資本準備金の取崩しを行い欠損の填補に充当いたしました。この結果、資本

余剰金が、当第１四半期連結会計期間において3,782,669千円減少し、当第１四半期連結会計期間末において

11,769,273千円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,208,628

Ⅱ　売上原価 679,330

売上総利益 529,298

Ⅲ　販売費及び一般管理費 520,786

営業利益 8,511

Ⅳ　営業外収益 35,027

Ⅴ　営業外費用 14,630

経常利益 28,908

Ⅵ　特別利益 494,420

Ⅶ　特別損失 182,798

税金等調整前四半期純利益 340,530

法人税、住民税及び事業税 12,222

法人税等調整額 －

少数株主損失 －

四半期純利益 328,307
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