
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年４月14日

【四半期会計期間】 第23期第３四半期（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

【会社名】 株式会社光通信

【英訳名】 HIKARI TSUSHIN, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　玉村　剛史

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 ０３－５９５１－３７１８

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　儀同　康

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

【電話番号】 ０３－５９５１－３７１８

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　儀同　康

【縦覧に供する場所】 株式会社光通信本店

（東京都豊島区南池袋一町目16番15号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社光通信(E04948)

訂正四半期報告書

 1/19



１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成22年２月12日に提出いたしました第23期第３四半期（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）の四半期報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するための訂正四半期報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

(2）財政状態の分析

第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

第３四半期連結会計期間

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　　を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

（訂正前）

回次
第22期

第３四半期連結
累計期間

第23期
第３四半期連結
累計期間

第22期
第３四半期連結
会計期間

第23期
第３四半期連結
会計期間

第22期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 229,147 247,511 73,582 81,726 333,663

経常利益（百万円） 11,021 3,330 2,599 670 20,902

四半期（当期）純利益（△は純損
失）（百万円）

△7,269 1,725 △1,384 △100 △1,002

純資産額（百万円） － － 107,493 110,792 116,094

総資産額（百万円） － － 188,739 193,539 221,091

１株当たり純資産額（円） － － 1,702.081,916.961,836.39

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（△は純損失）（円）

△127.13 30.60 △24.34 △1.79 △17.55

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

－ 30.55 － － －

自己資本比率（％） － － 51.3 53.9 47.2

営業活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

14,004 11,996 － － 16,587

投資活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△5,023 2,314 － － 1,645

財務活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△9,294 △11,437 － － △15,874

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円）

－ － 16,130 19,666 18,800

従業員数（人） － － 6,090 6,081 6,122
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（訂正後）

回次
第22期

第３四半期連結
累計期間

第23期
第３四半期連結
累計期間

第22期
第３四半期連結
会計期間

第23期
第３四半期連結
会計期間

第22期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 229,147 247,511 73,582 81,726 333,663

経常利益（百万円） 11,021 3,330 2,599 670 20,902

四半期（当期）純利益（△は純損
失）（百万円）

△7,269 1,730 △1,384 △95 △1,002

純資産額（百万円） － － 107,493 110,799 116,094

総資産額（百万円） － － 188,739 193,547 221,091

１株当たり純資産額（円） － － 1,702.081,917.071,836.39

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（△は純損失）（円）

△127.13 30.68 △24.34 △1.70 △17.55

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

－ 30.64 － － －

自己資本比率（％） － － 51.3 53.9 47.2

営業活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

14,004 11,996 － － 16,587

投資活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△5,023 2,314 － － 1,645

財務活動による
キャッシュ・フロー（百万円）

△9,294 △11,437 － － △15,874

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円）

－ － 16,130 19,666 18,800

従業員数（人） － － 6,090 6,081 6,122
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第２【事業の状況】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

(2）財政状態の分析

 

（訂正前）

≪前略≫

　その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高が81,726百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益が568百万円

（前年同期比80.8％減）、経常利益が670百万円（前年同期比74.2％減）、税金等調整前四半期純利益が５百万円（前年同

期比97.2％減）、四半期純損失が100百万円（前年同期は四半期純損失1,384百万円）となりました。

　また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が247,511百万円（前年同期比8.0％増）、営業利益が4,511百万円（前

年同期比58.4％減）、経常利益が3,330百万円（前年同期比69.8％減）、税金等調整前四半期純利益が3,141百万円（前年

同期は税金等調整前四半期純損失2,051百万円）、四半期純利益が1,725百万円（前年同期は四半期純損失7,269百万円）

となりました。

≪中略≫

(2）財政状態の分析

 前連結会計年度末 当第３四半期連結会計期間末 増減

 百万円 百万円 百万円

総資産 221,091 193,539 △27,551

負債 104,996 82,747 △22,248

純資産 116,094 110,792 △5,302

　総資産は、売上債権およびたな卸資産が減少したこと、ファンドが連結から外れたことによる現預金、営業投資有価証券

の減少等により、前連結会計年度末に比べて27,551百万円減少の193,539百万円となりました。

　負債は、短期借入金や仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べて22,248百万円減少の82,747百万円となりまし

た。

　純資産は、自己株式の取得、少数株主持分の減少等により、前連結会計年度末に比べて5,302百万円減少の110,792百万円

となりました。
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（訂正後）

≪前略≫

　その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高が81,726百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益が568百万円

（前年同期比80.8％減）、経常利益が670百万円（前年同期比74.2％減）、税金等調整前四半期純利益が12百万円（前年同

期比93.6％減）、四半期純損失が95百万円（前年同期は四半期純損失1,384百万円）となりました。

　また、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が247,511百万円（前年同期比8.0％増）、営業利益が4,511百万円（前

年同期比58.4％減）、経常利益が3,330百万円（前年同期比69.8％減）、税金等調整前四半期純利益が3,149百万円（前年

同期は税金等調整前四半期純損失2,051百万円）、四半期純利益が1,730百万円（前年同期は四半期純損失7,269百万円）

となりました。

≪中略≫

(2）財政状態の分析

 前連結会計年度末 当第３四半期連結会計期間末 増減

 百万円 百万円 百万円

総資産 221,091 193,547 △27,543

負債 104,996 82,747 △22,248

純資産 116,094 110,799 △5,294

　総資産は、売上債権およびたな卸資産が減少したこと、ファンドが連結から外れたことによる現預金、営業投資有価証券

の減少等により、前連結会計年度末に比べて27,543百万円減少の193,547百万円となりました。

　負債は、短期借入金や仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べて22,248百万円減少の82,747百万円となりまし

た。

　純資産は、自己株式の取得、少数株主持分の減少等により、前連結会計年度末に比べて5,294百万円減少の110,799百万円

となりました。
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第５【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

（訂正前）

  （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,695 18,545

受取手形及び売掛金 43,286 66,428

有価証券 1,286 －

営業投資有価証券 － 5,915

たな卸資産 9,926 15,417

繰延税金資産 4,409 3,309

その他 12,511 9,844

営業投資損失引当金 － △859

貸倒引当金 △369 △308

流動資産合計 89,747 118,292

固定資産   

有形固定資産 ※１　7,470 ※１　8,647

無形固定資産   

のれん ※２　2,322 ※２　2,343

その他 881 1,095

無形固定資産合計 3,203 3,438

投資その他の資産   

投資有価証券 63,092 60,159

繰延税金資産 17,991 18,474

その他 19,070 18,319

貸倒引当金 △7,035 △6,242

投資その他の資産合計 93,118 90,711

固定資産合計 103,792 102,798

資産合計 193,539 221,091
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  （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,480 37,158

短期借入金 15,559 19,650

未払金 23,542 27,853

未払法人税等 994 7,298

賞与引当金 620 918

役員賞与引当金 103 59

その他 15,917 8,137

流動負債合計 79,219 101,076

固定負債   

役員退職慰労引当金 162 153

繰延税金負債 424 499

その他 2,941 3,267

固定負債合計 3,528 3,919

負債合計 82,747 104,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,259 54,259

資本剰余金 25,293 25,293

利益剰余金 35,701 37,301

自己株式 △9,875 △5,675

株主資本合計 105,379 111,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,053 △6,723

為替換算調整勘定 △14 △6

評価・換算差額等合計 △1,068 △6,730

新株予約権 1,021 812

少数株主持分 5,459 10,833

純資産合計 110,792 116,094

負債純資産合計 193,539 221,091
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（訂正後）

  （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,695 18,545

受取手形及び売掛金 43,286 66,428

有価証券 1,286 －

営業投資有価証券 － 5,915

たな卸資産 9,926 15,417

繰延税金資産 4,409 3,309

その他 12,511 9,844

営業投資損失引当金 － △859

貸倒引当金 △369 △308

流動資産合計 89,747 118,292

固定資産   

有形固定資産 ※１　7,478 ※１　8,647

無形固定資産   

のれん ※２　2,322 ※２　2,343

その他 881 1,095

無形固定資産合計 3,203 3,438

投資その他の資産   

投資有価証券 63,092 60,159

繰延税金資産 17,991 18,474

その他 19,070 18,319

貸倒引当金 △7,035 △6,242

投資その他の資産合計 93,118 90,711

固定資産合計 103,800 102,798

資産合計 193,547 221,091
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  （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,480 37,158

短期借入金 15,559 19,650

未払金 23,542 27,853

未払法人税等 994 7,298

賞与引当金 620 918

役員賞与引当金 103 59

その他 15,917 8,137

流動負債合計 79,219 101,076

固定負債   

役員退職慰労引当金 162 153

繰延税金負債 424 499

その他 2,941 3,267

固定負債合計 3,528 3,919

負債合計 82,747 104,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,259 54,259

資本剰余金 25,293 25,293

利益剰余金 35,706 37,301

自己株式 △9,875 △5,675

株主資本合計 105,384 111,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,053 △6,723

為替換算調整勘定 △14 △6

評価・換算差額等合計 △1,068 △6,730

新株予約権 1,021 812

少数株主持分 5,462 10,833

純資産合計 110,799 116,094

負債純資産合計 193,547 221,091
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（２）【四半期連結損益計算書】

（訂正前）

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

≪前略≫   

特別利益   

投資有価証券売却益 101 102

子会社株式売却益 67 180

貸倒引当金戻入額 248 104

賞与引当金戻入額 88 105

事業譲渡益 － 2,044

違約金収入 173 －

特別利益合計 680 2,537

特別損失   

固定資産除売却損 537 376

投資有価証券評価損 13,215 310

投資有価証券売却損 － 1,303

子会社株式売却損 － 10

減損損失 － 640

事業整理損 － 84

特別損失合計 13,752 2,725

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（△）

△2,051 3,141

法人税、住民税及び事業税 4,188 2,680

法人税等調整額 1,615 △704

法人税等合計 5,803 1,976

少数株主損失（△） △585 △560

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,269 1,725

≪中略≫   
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【第３四半期連結会計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

≪前略≫   

特別利益   

投資有価証券売却益 101 19

子会社株式売却益 38 11

貸倒引当金戻入額 66 13

賞与引当金戻入額 － 5

事業譲渡益 － 155

特別利益合計 206 204

特別損失   

固定資産除売却損 85 88

投資有価証券評価損 2,520 130

投資有価証券売却損 － 519

子会社株式売却損 － 0

減損損失 － 45

事業整理損 － 84

特別損失合計 2,605 870

税金等調整前四半期純利益 200 5

法人税、住民税及び事業税 1,566 774

法人税等調整額 368 △717

法人税等合計 1,934 57

少数株主利益又は少数株主損失（△） △350 48

四半期純損失（△） △1,384 △100
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（訂正後）

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

≪前略≫   

特別利益   

投資有価証券売却益 101 102

子会社株式売却益 67 180

貸倒引当金戻入額 248 104

賞与引当金戻入額 88 105

事業譲渡益 － 2,044

違約金収入 173 －

特別利益合計 680 2,537

特別損失   

固定資産除売却損 537 376

投資有価証券評価損 13,215 310

投資有価証券売却損 － 1,303

子会社株式売却損 － 10

減損損失 － 632

事業整理損 － 84

特別損失合計 13,752 2,718

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（△）

△2,051 3,149

法人税、住民税及び事業税 4,188 2,680

法人税等調整額 1,615 △704

法人税等合計 5,803 1,976

少数株主損失（△） △585 △558

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,269 1,730

≪中略≫   
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【第３四半期連結会計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

≪前略≫   

特別利益   

投資有価証券売却益 101 19

子会社株式売却益 38 11

貸倒引当金戻入額 66 13

賞与引当金戻入額 － 5

事業譲渡益 － 155

特別利益合計 206 204

特別損失   

固定資産除売却損 85 88

投資有価証券評価損 2,520 130

投資有価証券売却損 － 519

子会社株式売却損 － 0

減損損失 － 37

事業整理損 － 84

特別損失合計 2,605 862

税金等調整前四半期純利益 200 12

法人税、住民税及び事業税 1,566 774

法人税等調整額 368 △717

法人税等合計 1,934 57

少数株主利益又は少数株主損失（△） △350 50

四半期純損失（△） △1,384 △95
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,051 3,141

減価償却費 1,783 1,523

のれん償却額 166 386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,019 872

営業投資損失引当金の増減額（△は減少） △0 △84

受取利息及び受取配当金 △1,429 △541

支払利息 350 272

投資有価証券売却損益（△は益） △48 1,072

投資有価証券評価損益（△は益） 13,215 310

持分法による投資損益（△は益） 806 1,127

固定資産除売却損益（△は益） 537 375

減損損失 － 640

事業譲渡損益（△は益） － △2,044

売上債権の増減額（△は増加） 16,233 23,429

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,772 5,497

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △409 92

仕入債務の増減額（△は減少） △9,550 △14,749

未払金の増減額（△は減少） △3,144 △4,424

その他 △3,024 △2,634

小計 19,226 14,264

≪以下省略≫   
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（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,051 3,149

減価償却費 1,783 1,523

のれん償却額 166 386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,019 872

営業投資損失引当金の増減額（△は減少） △0 △84

受取利息及び受取配当金 △1,429 △541

支払利息 350 272

投資有価証券売却損益（△は益） △48 1,072

投資有価証券評価損益（△は益） 13,215 310

持分法による投資損益（△は益） 806 1,127

固定資産除売却損益（△は益） 537 375

減損損失 － 632

事業譲渡損益（△は益） － △2,044

売上債権の増減額（△は増加） 16,233 23,429

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,772 5,497

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △409 92

仕入債務の増減額（△は減少） △9,550 △14,749

未払金の増減額（△は減少） △3,144 △4,424

その他 △3,024 △2,634

小計 19,226 14,264

≪以下省略≫   
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【注記事項】

（１株当たり情報）

（訂正前）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 

１株当たり純資産額 1,916.96円
　

 

１株当たり純資産額 1,836.39円
　

 

２．１株当たり四半期純損益金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

 

１株当たり四半期純損失金額 127.13円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 30.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

30.55円

　

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損益金額   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △7,269 1,725

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（百万円）
△7,269 1,725

期中平均株式数（千株） 57,181 56,407

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） ― △2

（うち連結子会社の潜在株式による調整額）

（百万円）
― △2

普通株式増加数（千株） ― 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

― ―

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

 

１株当たり四半期純損失金額 24.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失金額 1.79円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。
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（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（百万円） 1,384 100

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,384 100

期中平均株式数（千株） 56,876 55,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

― ―

 

（訂正後）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 

１株当たり純資産額 1,917.07円
　

 

１株当たり純資産額 1,836.39円
　

 

２．１株当たり四半期純損益金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

 

１株当たり四半期純損失金額 127.13円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 30.68円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

30.64円

　

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損益金額   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △7,269 1,730

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（百万円）
△7,269 1,730

期中平均株式数（千株） 57,181 56,407

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） ― △2

（うち連結子会社の潜在株式による調整額）

（百万円）
― △2

普通株式増加数（千株） ― 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

― ―
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

 

１株当たり四半期純損失金額 24.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失金額 1.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

四半期純損失であるため記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（百万円） 1,384 95

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,384 95

期中平均株式数（千株） 56,876 55,946

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

― ―
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