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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  平成22年３月期の配当については、未定とさせていただきます。 

  

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
  
 当社は、その事業特性から株式市場の影響を強く受け、また投資損失引当金繰入額・強制評価損等が業

績に与える影響が大きいため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。したがって、業績予想は

行わず、決算後可能な限り迅速な開示をすることといたします。 
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四半期報告書提出予定日 平成21年８月13日 配当支払開始予定日 ―

1. 平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21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 ％

22年３月期第１四半期 59 （111.7） △178 （―） △188 （―） △23 （―）

21年３月期第１四半期 28 （―） △439 （―） △452 （―） △191 （―）

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

22年３月期第１四半期 △678 64 ―
21年３月期第１四半期 △5,916 98 ―

 (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

22年３月期第１四半期 14,949 13,031 5.7 24,635 95

21年３月期 15,270 13,306 5.7 25,352 29

(参考) 自己資本 22年３月期第１四半期 849百万円 21年３月期 874百万円

2. 配当の状況

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

 21年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

 22年３月期 ―
―

 22年３月期(予想) ― ― ―

3. 平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）
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(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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  該当事項はありません。 
  
  
  

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 ： 無

(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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年３月期第１四半期 34,507株 21年３月期 34,507株

22年３月期第１四半期 12株 21年３月期 12株

22年３月期第１四半期 34,495株 21年３月期第１四半期 32,345株

※ 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の下げ止まりに対する期待感が広がる一方で、

企業収益の悪化による雇用調整圧力の強まりから雇用環境は厳しさを増し、個人消費も低迷するなど、依

然として厳しい局面にあります。 

 当社を取り巻く環境といたしましては、株式市場では８千円台前半で幕を開けた日経平均株価が一時１

万円を超えるなど、景気の底入れ期待を示す展開となったものの、新規上場市場では、当第１四半期連結

累計期間中の新規上場企業数が３社（前年同期３社）に止まるなど、前連結会計年度に引き続き、低迷し

ております。 

 このような環境の中、当社では「投資先企業価値の向上」と「経営の安定化」を最重点課題とし、事業

を推進しております。 

 投資先企業の株式上場による投資収益の実現が見込み難い現下の環境においては、投資有価証券の売却

手段を多様化することが求められますが、投資収益を極大化するためには「投資先企業価値の向上」が不

可避な課題であります。これを実現すべく、当第１四半期連結累計期間におきましては、投資先企業の状

況に応じた関与方針を定めるとともに、当社経営資源を集中的に投入する投資育成体制を構築しました。

特に当社が運営する投資事業組合の収益、ひいては当社の収益に大きく寄与する投資先企業については、

重点投資先として、当社役員等が直接深く入り込んで経営支援を行う体制を整えました。 

 また、純資産が毀損している状況下において、最終損益の黒字化、及び資本増強によりこれを回復さ

せ、「経営の安定化」を図ることも、当社の重大な課題であります。これを実現すべく、東京支店に投資

先企業の株式売却手段の多様化を推進する役割を付加するとともに、そのための人員体制を整えたほか、

投資業務外での売上を拡大するため、コンサルティング部門の専門化を進める営業体制の整備、また収益

軸強化を目的として、韓国を代表するベンチャーキャピタルの１社であるKorea Technology Investment 

Corp.との業務提携を締結しました。 

 以上、重点課題への対策を順次進めておりますが、収益への寄与を具現化するのは、今後の継続的な課

題であります。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は59百万円（前年同期28百万

円）となりました。また経常損失は188百万円（前年同期452百万円）となり、四半期純損失は23百万円

（前年同期191百万円）となりました。 

  

【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
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＜営業投資有価証券売上高＞ 

 当第１四半期連結累計期間における営業投資有価証券売上高は、株式の売却等により、44百万円（前第

１四半期連結累計期間11百万円）と、前年同期に比べ32百万円の増収となりました。 

  

（営業投資関連損益の状況） 

 
  

＜コンサルティング業務＞ 

 当第１四半期連結累計期間におけるコンサルティング業務による売上高は、12百万円（前第１四半期連

結累計期間12百万円）となりました。これは主に、他社が運営するファンドに対する投資顧問契約に基づ

く投資助言業務などによって構成されております。 

  

（営業収益の内訳） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日)

営業投資有価証券売上高 11,928 44,763

営業投資有価証券売却額 （上場） ― 15,855

営業投資有価証券売却額 （未上場） 7,042 25,910

営業投資有価証券利息・配当金 4,886 2,997

営業投資有価証券売上原価 160,866 797,878

営業投資有価証券売却原価 （上場） ― 3,900

営業投資有価証券売却原価 （未上場） 71,000 355,040

減損等 89,866 438,938

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 113,602 △ 708,724

営業投資関連損失（△） △ 262,541 △ 44,391

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

 至 平成20年６月30日) 至 平成21年６月30日)

金 額 比 率(％) 金 額 比 率(％)

営業投資有価証券売上高 11,928 42.4 44,763 75.1

コンサルティング業務 12,301 43.7 12,421 20.9

そ の 他 3,912 13.9 2,388 4.0

合 計 28,141 100.0 59,572 100.0
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＜投資事業組合の状況＞ 

 当第１四半期連結会計期間末の当社が管理・運営する投資事業組合は28組合、32,057百万円（前連結会

計年度末28組合、32,057百万円）となりました。 

  

 
(注) 1．子ファンドは含めておりません。 

2．「投資事業組合出資金総額」は、コミットメント総額であります。 

3．「フューチャー三号投資事業有限責任組合」は、平成20年８月29日に期間満了により解散いたしましたが、

当第１四半期連結会計期間末においては清算期間中であるため、投資事業組合出資金総額及び投資事業組合

数に含めております。 

  

①新規に設立した投資事業組合 

当第１四半期連結累計期間において新規に設立した投資事業組合はありません。 

  

②出資金総額が増加した投資事業組合 

当第１四半期連結累計期間において出資金総額が増加した投資事業組合はありません。 

  

③出資金総額が減少した投資事業組合 

当第１四半期連結累計期間において出資金総額が減少した投資事業組合はありません。 

  

④清算結了した投資事業組合 

当第１四半期連結累計期間において清算結了した投資事業組合はありません。 

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

投資事業組合出資金総額 (百万円) 32,057 32,057

投資事業組合数 (組合) 28 28
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＜投資の状況＞ 

 当第１四半期連結累計期間における当社の投資実行の状況は、５社、165百万円（前第１四半期連結累

計期間８社、296百万円）となり、前年同期に比べ３社、131百万円減少しております。また、当第１四半

期連結会計期間末における投資残高は202社、15,948百万円（前連結会計年度末209社、16,591百万円）と

なりました。 

  

①証券種類別投資実行額 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

  

②証券種類別投資残高 

 
(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。 

  

＜投資先企業の上場状況＞ 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間において、上場した投資先企業はありません。 

証 券 種 類

投資実行額

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

 至 平成20年６月30日) 至 平成21年６月30日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 296,910 8 128,000 4

社債等 ― ― 37,000 2

合 計 296,910 8 165,000 5

証 券 種 類

投資残高

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

 (平成21年６月30日) (平成21年３月31日)

金額(千円) 投資企業数(社) 金額(千円) 投資企業数(社)

株 式 15,394,254 198 16,072,679 205

社債等 554,214 23 518,714 22

合 計 15,948,468 202 16,591,393 209
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＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

 総資産額については、当第１四半期連結会計期間末は、14,949百万円（前連結会計年度末15,270百万

円）となりました。その内訳は流動資産14,813百万円（前連結会計年度末15,114百万円）、固定資産135

百万円（前連結会計年度末156百万円）です。 

 負債額については、当第１四半期連結会計期間末は、1,917百万円（前連結会計年度末1,964百万円）と

なりました。 

 また、純資産額については、四半期純損失23百万円の計上及び少数株主持分が249百万円減少したこと

等に伴い、当第１四半期連結会計期間末は、13,031百万円（前連結会計年度末13,306百万円）となりまし

た。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末から変動せず、5.7％となりました。 

  

＜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現金及び現金同等物（以下「キャッシュ」という。）は、前連結

会計年度末より373百万円減少し、4,399百万円となりました。当第１四半期連結累計期間における各キャ

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。  

  

①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、284百万円のキャッシュアウトフロー（前第１四半期連結累計

期間517百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。主な内訳は次のとおりであります。（注：△

はキャッシュアウトフロー） 

 
 また、この他に連結損益計算書上、内部取引として相殺消去される投資事業組合管理収入が150百万円

あります。 

  

②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、14百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度末1,167百

万円のキャッシュアウトフロー）となりました。 

  

③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、102百万円のキャッシュアウトフロー（前第１四半期連結累計

期間73百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に、借入金の返済33百万円、少数株主に

対する分配金の支払65百万円によるものであります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

・投資実行に係る支出 △165百万円

・売上等による収入 43百万円

・営業投資有価証券（社債）の償還収入 １百万円

・人件費・経費の支出 △157百万円

・その他の収支 △６百万円
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＜投資損失引当金＞ 

 当社は、投資先企業の経営成績及び財務状況を個別に精査し、さらに投資実行の主体である各投資事業

組合の解散時期を勘案した上で、それぞれの営業投資有価証券を四半期ごとに評価し、投資損失引当金を

計上しております。なお、昨年の急激な外部環境の変化が、投資先企業に及ぼす影響も極力タイムリーに

反映した評価を行っております。 

 当第１四半期連結累計期間においては、投資損失引当金戻入額は708百万円（前第１四半期連結累計期

間繰入額113百万円）、当第１四半期連結会計期間末における投資損失引当金残高は5,571百万円（前連結

会計年度末6,279百万円）となりました。なお、投資損失引当金の戻入額と繰入額は相殺し、純額表示し

ております。 

 また、当第１四半期連結会計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、

34.9％（前連結会計年度末37.8％）となりました。  

  

  

 当社は、業績予想は行いません。詳細は、１ページ「3．平成22年３月期の連結業績予想」のとおりで

あります。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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21年６月30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 4,399,895 4,773,257

営業投資有価証券 15,948,468 16,591,393

投資損失引当金 △5,571,030 △6,279,754

その他 36,325 29,212

貸倒引当金 △70 △78

流動資産合計 14,813,588 15,114,029

固定資産   

有形固定資産 19,010 21,615

無形固定資産 31,562 34,750

投資その他の資産 85,224 99,998

固定資産合計 135,797 156,364

資産合計 14,949,386 15,270,393

負債の部   

流動負債   

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 81,480 96,220

未払法人税等 4,209 15,339

預り金 431,602 424,759

賞与引当金 8,640 18,993

その他 59,870 55,608

流動負債合計 635,803 660,920

固定負債   

長期借入金 1,228,500 1,247,250

退職給付引当金 30,351 29,552

その他 22,749 26,323

固定負債合計 1,281,601 1,303,126

負債合計 1,917,404 1,964,046

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,911,936 1,911,936

資本剰余金 626,386 626,386

利益剰余金 △1,685,281 △1,661,873

自己株式 △2,172 △2,172

株主資本合計 850,868 874,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,051 251

評価・換算差額等合計 △1,051 251

少数株主持分 12,182,164 12,431,820

純資産合計 13,031,981 13,306,347

負債純資産合計 14,949,386 15,270,393
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

営業投資有価証券売上高 11,928 44,763

コンサルティング収入 12,301 12,421

その他の売上高 3,912 2,388

売上高合計 28,141 59,572

売上原価   

営業投資有価証券売上原価 160,866 797,878

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 113,602 △708,724

その他の原価 114,310 87,492

売上原価合計 388,780 176,647

売上総損失（△） △360,638 △117,075

販売費及び一般管理費 78,830 61,700

営業損失（△） △439,468 △178,775

営業外収益   

受取利息及び配当金 110 585

講演料収入 493 316

雑収入 466 3,298

営業外収益合計 1,070 4,201

営業外費用   

支払利息 14,136 11,500

その他 47 1,953

営業外費用合計 14,184 13,454

経常損失（△） △452,582 △188,028

特別利益   

貸倒引当金戻入額 118 8

特別利益合計 118 8

特別損失   

事務所移転費用 2,045 4,467

特別損失合計 2,045 4,467

税金等調整前四半期純損失（△） △454,510 △192,487

法人税、住民税及び事業税 3,094 6,562

法人税等調整額 22 3

法人税等合計 3,117 6,566

少数株主損失（△） △266,242 △175,644

四半期純損失（△） △191,384 △23,409
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △454,510 △192,487

減価償却費 4,441 4,448

投資損失引当金の増減額（△は減少） 113,602 △708,724

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,174 △10,352

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,554 3,858

受取利息及び受取配当金 △5,228 △3,583

資金原価及び支払利息 14,410 11,570

有形固定資産除却損 1,100 2,553

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △132,328 642,924

未収入金の増減額（△は増加） 6,324 △9,983

未払金の増減額（△は減少） 7,058 16,139

前受金の増減額（△は減少） △7,665 △7,849

預り金の増減額（△は減少） 4,302 6,843

その他 △10,361 △20,587

小計 △480,582 △265,229

利息及び配当金の受取額 3,808 4,638

利息の支払額 △28,118 △12,540

法人税等の支払額 △12,166 △11,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △517,057 △284,877

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,564 △1,209

敷金及び保証金の差入による支出 △13,585 △3,213

敷金及び保証金の回収による収入 － 14,752

定期預金の預入による支出 △1,150,000 －

その他 175 3,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,167,974 14,104

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） △65,000 －

長期借入金の返済による支出 △37,990 △33,490

少数株主からの払込みによる収入 180,000 －

少数株主に対する分配金による支出 － △65,637

その他 △3,193 △3,461

財務活動によるキャッシュ・フロー 73,816 △102,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,611,215 △373,362

現金及び現金同等物の期首残高 5,903,871 4,773,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,292,655 4,399,895

フューチャーベンチャーキャピタル㈱　（8462）　平成22年３月期第１四半期決算短信

11



  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【四半期財務諸表】 

  

①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

 ②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に従い四半

期財務諸表を作成しております。 

  

(単位：千円) 

 
  

参考

(1) 【四半期貸借対照表】

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 439,620 632,784

  営業投資有価証券 2,587,000 2,700,423

  投資損失引当金 △ 855,539 △ 977,681

  その他 33,276 54,082

  貸倒引当金 △ 140 △ 139

  流動資産合計 2,204,216 2,409,469

 固定資産

  有形固定資産 19,010 21,615

  無形固定資産 31,562 34,750

  投資その他の資産 85,224 99,998

  固定資産合計 135,797 156,364

 資産合計 2,340,014 2,565,833

負債の部

 流動負債

  短期借入金 50,000 50,000

  １年内返済予定の長期借入金 81,480 96,220

  リース債務 14,128 14,018

  未払法人税等 4,209 15,339

  預り金 14,129 10,138

  賞与引当金 8,640 18,993

  その他 38,635 186,109

  流動負債合計 211,224 390,818

 固定負債

  長期借入金 1,228,500 1,247,250

  リース債務 22,749 26,323

  退職給付引当金 30,351 29,552

  固定負債合計 1,281,601 1,303,126

 負債合計 1,492,825 1,693,944
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(単位：千円)

 
  

  

               (単位：千円) 

 
  

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日)

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,911,936 1,911,936

  資本剰余金

   資本準備金 626,386 626,386

   資本剰余金合計 626,386 626,386

  利益剰余金

   その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △ 1,687,910 △ 1,664,514

   利益剰余金合計 △ 1,687,910 △ 1,664,514

  自己株式 △ 2,172 △ 2,172

  株主資本合計 848,239 871,635

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 1,051 253

  評価・換算差額等合計 △ 1,051 253

 純資産合計 847,188 871,889

負債純資産合計 2,340,014 2,565,833

(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

前第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

売上高

 投資事業組合等管理収入 158,291 150,516

 営業投資有価証券売上高 1,912 6,289

 コンサルティング収入 12,301 12,421

 その他の売上高 2,680 2,455

 売上高合計 175,185 171,682

売上原価

 営業投資有価証券売上原価 21,854 128,535

 投資損失引当金繰入額（△戻入額） 33,299 △ 122,156

 その他の売上原価 138,537 110,320

 売上原価合計 193,692 116,699

売上総利益又は総損失（△） △ 18,506 54,983

販売費及び一般管理費 75,258 61,438

営業損失（△） △ 93,765 △ 6,455

営業外収益 1,070 3,784

営業外費用 14,184 13,454

経常損失（△） △ 106,878 △ 16,125

特別利益 61 ―

特別損失 2,045 4,467

税引前四半期純損失（△） △ 108,862 △ 20,593

法人税、住民税及び事業税 3,094 2,802

四半期純損失（△） △ 111,956 △ 23,395
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＜投資事業組合への出資金に係る会計処理＞ 

 当社が管理・運営する投資事業組合への出資金に係る会計処理は、当社と決算日が異なる組合について

は、決算日における組合の（中間）決算もしくは仮決算による財務諸表に基づいて、組合の資産、負債、

収益及び費用を当社の出資持分割合に応じて計上しております。 

 当社の四半期貸借対照表及び四半期損益計算書で計上されております主な科目の内訳は次のとおりであ

ります。 

(1) 四半期貸借対照表 

  投資事業組合で発生している額は次のとおりであります。 

  

 
  

(2) 四半期損益計算書 

 四半期損益計算書における営業損益を当社単体で発生している損益と投資事業組合で発生している損

益に分解いたしますと次の通りであります。 

6. その他の情報

現金及び預金 416,494 千円

 （注）当社単体で保有している現金及び預金は23,125千円であります。

営業投資有価証券 2,413,200 千円

投資損失引当金 △855,539 千円

損益計算書上の科目

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

（自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日）

（自 平成21年４月１日
  至 平成21年６月30日）

金額(千円) 金額(千円)

当社単体で 
発生している損益

投資事業組合管理収入 158,291 150,516

コンサルティング収入 12,301 12,421

営業投資有価証券売上高 514 129

その他の売上高 2,444 2,388

売上高合計 173,550 165,454

資金原価 273 70

その他の売上原価 114,037 87,422

売上原価合計 114,310 87,492

売上総利益 59,239 77,961

販売費及び一般管理費 75,258 61,438

営業利益又は営業損失（△） △ 16,018 16,523

投資事業組合で 
発生している損益

営業投資有価証券売上高 1,398 6,160

その他の売上高 236 67

売上高合計 1,635 6,228

営業投資有価証券売上原価 21,854 128,535

投資損失引当金繰入額（△戻入額） 33,299 △ 122,156

その他の売上原価 24,226 22,827

売上原価合計 79,381 29,206

売上総損失（△） △ 77,746 △ 22,978

営業損失（△） △ 77,746 △ 22,978
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