
平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年３月21日 ～ 平成19年12月20日） 

(財)財務会計基準機構会員

      平成20年１月21日

上場会社名 株式会社ハチバン 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ９９５０ ＵＲＬ http://www.hachiban.co.jp/ 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）後藤 四郎 

問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長 （氏名）田中 茂 ＴＥＬ （０７６）２９２－０８８８ 

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

  営業収益［売上高］ 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第３四半期 4,569[4,204] △0.1[△0.5] 150 △41.6 203 △32.5 62 103.8 

19年３月期第３四半期 4,576[4,224] 0.1[ 0.3] 256 52.2 301 50.2 30 △54.7 

19年３月期 5,988[5,525] △0.4[△0.3] 314 52.8 377 42.4 1 △98.3 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第３四半期 3 82 － － 

19年３月期第３四半期 1 83 － － 

19年３月期 0 09 － － 

(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 

20年３月期第３四半期 4,625 3,121 67.5 190 39 

19年３月期第３四半期 4,916 3,187 64.8 194 37 

19年３月期 4,728 3,160 66.8 192 67 

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第３四半期 119 △242 △160 435 

19年３月期第３四半期 230 △162 △325 631 

19年３月期 412 △170 △412 719 
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２．配当の状況 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月21日 ～ 平成20年３月20日） 【参考】 

 平成19年10月31日に公表いたしました業績予想値に変更はありません。 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 有 

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

  １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

19年３月期 － － 2 00 － － 2 50 4 50 

20年３月期（予想） － － 2 00 － － 2 00 4 00 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご覧ください。 
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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３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に起因する経済の減速懸念

という不安材料を抱え、景気の先行き不透明感は高まっております。 

 外食産業におきましても、店舗数過剰による競争はより一層激しさを増し、既存店舗売上高の低迷が長期化の傾向

にある一方で、原材料コストの上昇、従業員やパートタイマーの確保も厳しく人手不足・人材難が拡がるなど、企業

経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。また、本年３月に発生しました能登半島地震は、被災地復興への

集中的取組みや観光客の減少などにより、来店客数の一時的減少として、当社の業績に影響を及ぼしました。 

 このような状況のもと当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は、食材の見直しにより、より本物志

向、より健康志向の商品を提供するとともに、店舗環境をより整備し、「接客が素晴らしい」といわれるサービスの

向上に努めてまいりました。 

 当第３四半期末の当社グループ店舗数は254店舗となっております。その内訳は、らーめん事業150店舗、中華事業3

店舗、和食事業7店舗、海外94店舗であります。 

 以上の結果、当第３四半期の営業収益（ロイヤリティ収入等を含む）は45億69百万円(前年同期比0.1％減)となりま

した。原油価格の高止まりが続く中、品質維持を絶対条件としたコストアップの抑止活動に努めておりますが、新規

業態の開発に係る諸費用の増加や、加盟店営業の活性化のため夏期に行った販売促進、直営店の新規出店や業態転換

に伴う一時費用が増加したことなどにより、営業利益は１億50百万円(前年同期比41.6％減)、経常利益は２億３百万

円(前年同期比32.5％減)となりました。当期純利益は、特別損失に減損損失を31百万円（前年同期は145百万円）計上

したことなどにより、62百万円(前年同期比103.8％増)となりました。 

 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の部門別の状況につきましては次のとおりであります。 

（ＦＣ部門） 

 ８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては、食材の見直しを積極的に行い、より本物志向、より健

康志向の商品の提供を行いました。主力商品である「野菜らーめん」の新商品として「野菜こく旨らーめん（や

さいこくうまらーめん）」を発売し、好評を得ております。 

 営業力の強化として、調理技術の維持向上を目的とした「フライパンマイスター制度」、接客サービスレベル

の維持向上を目的とした「サービスマイスター制度」もそれぞれ、個店毎の直接指導を通じて、継続して実施し

ております。 

 海外出店活動は、あらたな地域でのエリアライセンス契約の締結に向けてパートナーの選定に努めるととも

に、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店を行っております。タイ王国での出店は順調

に伸長しており、当第３四半期末において店舗数は80店舗となりました。中華人民共和国（華東、華北地域）で

は５店舗、香港６店舗、台湾３店舗、合計94店舗を展開しております。 

 パートナーショップ店を含む当第3四半期末店舗数は223店舗（内海外94店舗）であります。 

（直営部門） 

 直営部門では、８番らーめんフランチャイズ事業の新たな出店形態「ショッピングセンター・フードコートタ

イプ」のパイロットショップ２号店として、埼玉県川口市に「８番らーめん麺座（めんざ）川口キャラ店」を開

店いたしました。 

 当第３四半期末店舗数は31店舗であります。 

（外販部門） 

 当社製品を主要販売品目とする外販部門は、販売環境の厳しさが続くなか、関東地域での販売チャネルの拡充

を行うほか、「八番麺工房（はちばんめんこうぼう）」を生麺製品のブランドとして確立し、中国四国地域での

スーパーマーケットを始めとして、更なる販路の拡大に取り組んでおります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期の財政状態の分析は、以下のとおりです。    

 ①連結財政状態の分析    

（資産）  

 当第３四半期末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ１億３百万円減少して46億25百万円となり

ました。これは主に建物及び構築物が86百万円、受取手形及び売掛金が83百万円それぞれ増加したものの、現
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金及び預金が２億83百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ65百万円減少して15億３百万円となりまし

た。これは主に買掛金が60百万円増加したものの、未払法人税等が44百万円、賞与引当金が44百万円それぞれ

減少したことによるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少して31億21百万円となりま

した。これは主にその他有価証券評価差額金が25百万円減少したことによるものであります。 

 ②連結キャッシュ・フローの分析 

 当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、税金等調整前四半期純利益

１億69百万円や減価償却費１億39百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出２億38百万円や法人

税等の支払１億62百万円などがあり、前連結会計年度末に比べ、２億83百万円減少し、当第３四半期には４億35百

万円となりました。 

 当第３四半期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）  

 営業活動によって得られた資金は、１億19百万円（前年同期比48.3％減）となりました。これは主に、法人

税等の支払額１億62百万円（前年同期比40.5％増）があったものの、税金等調整前四半期純利益１億69百万円

（前年同期比22.7％増）や減価償却費１億39百万円（前年同期比2.7％減）などがあったことによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によって使用した資金は、２億42百万円（前年同期比49.5増）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出が２億38万円（前年同期比79.9％増）であったこと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）  

 財務活動によって使用した資金は、１億60百万円（前年同期比50.8％減）となりました。これは主に、配当

金の支払額73百万円（前年同期比8.7％増）や長期借入金の返済による支出73百万円（前年同期比29.2％減）に

よるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期における業績は、ほぼ計画どおりに推移しております。現時点におきましては、平成19年10月31日に

発表いたしました通期の業績予想値に変更はありません。 

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） 

 該当事項はありません。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による当第３四半期

の損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

 （千円未満は切捨表示）

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末 
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

 １．現金及び預金 634,449 438,747 △195,702 △30.8 722,321 

 ２．受取手形及び売掛金 377,178 377,480 301 0.1 294,211 

 ３．たな卸資産 90,749 87,623 △3,125 △3.4 74,704 

 ４．繰延税金資産 81,444 65,088 △16,355 △20.1 77,650 

 ５．その他 172,389 183,135 10,745 6.2 144,882 

 ６．貸倒引当金 △9,028 △1,466 7,561 △83.8 △2,630 

流動資産合計 1,347,183 1,150,608 △196,574 △14.6 1,311,140 

Ⅱ 固定資産           

 １．有形固定資産           

 (1) 建物及び構築物 900,152 907,353 7,201 0.8 820,785 

 (2) 機械装置及び運搬具 104,156 94,332 △9,824 △9.4 100,231 

 (3) 工具、器具及び備品 154,885 143,228 △11,656 △7.5 127,637 

 (4) 土地 1,084,540 1,053,501 △31,039 △2.9 1,053,501 

 (5) 建設仮勘定 483 － △483 △100.0 20,150 

 有形固定資産合計 2,244,218 2,198,416 △45,801 △2.0 2,122,305 

 ２．無形固定資産 84,262 67,361 △16,900 △20.1 79,126 

 無形固定資産合計 84,262 67,361 △16,900 △20.1 79,126 

 ３．投資その他の資産           

 (1) 投資有価証券 303,206 275,591 △27,614 △9.1 294,674 

 (2) 長期貸付金 154,756 93,387 △61,368 △39.7 139,095 

 (3) 関係会社出資金 95,664 95,664 － － 95,664 

 (4) 差入保証金 335,779 355,160 19,380 5.8 332,779 

 (5) 保険積立金 252,790 244,333 △8,457 △3.3 245,270 

 (6) 繰延税金資産 35,619 84,531 48,911 137.3 49,097 

 (7) その他 101,651 99,855 △1,796 △1.8 99,840 

 (8) 貸倒引当金 △38,220 △39,872 △1,652 4.3 △40,059 

 投資その他の資産合計 1,241,249 1,208,651 △32,597 △2.6 1,216,363 

固定資産合計 3,569,729 3,474,429 △95,299 △2.7 3,417,795 

資産合計 4,916,912 4,625,038 △291,874 △5.9 4,728,936 
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末 
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

 １．買掛金 211,940 216,348 4,407 2.1 156,183 

 ２．短期借入金 291,042 217,376 △73,666 △25.3 242,683 

 ３．一年内償還社債 88,000 70,000 △18,000 △20.5 80,000 

 ４．未払法人税等 94,128 39,066 △55,061 △58.5 83,851 

 ５．賞与引当金 45,543 44,692 △850 △1.9 88,967 

 ６．役員賞与引当金 10,647 10,502 △145 △1.4 － 

 ７．その他 302,496 303,499 1,003 0.3 258,438 

流動負債合計 1,043,797 901,485 △142,312 △13.6 910,123 

Ⅱ 固定負債           

 １．社債 140,000 70,000 △70,000 △50.0 105,000 

 ２．長期借入金 108,959 98,758 △10,201 △9.4 112,787 

 ３．役員退職慰労引当金 220,670 223,418 2,747 1.2 223,864 

 ４．預り保証金 215,583 209,857 △5,725 △2.7 217,089 

固定負債合計 685,213 602,033 △83,179 △12.1 658,741 

負債合計 1,729,011 1,503,519 △225,491 △13.0 1,568,864 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １．資本金 1,518,454 1,518,454 － － 1,518,454 

 ２．資本剰余金 1,481,671 1,481,671 － － 1,481,671 

 ３．利益剰余金 335,133 294,881 △40,252 △12.0 305,972 

 ４．自己株式 △212,328 △214,441 △2,113 1.0 △212,550 

株主資本合計 3,122,931 3,080,565 △42,366 △1.4 3,093,549 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 その他有価証券評価差額金 64,969 40,953 △24,016 △37.0 66,522 

評価・換算差額等合計 64,969 40,953 △24,016 △37.0 66,522 

純資産合計 3,187,901 3,121,518 △66,382 △2.1 3,160,071 

負債純資産合計 4,916,912 4,625,038 △291,874 △5.9 4,728,936 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

 （千円未満は切捨表示）

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期
第３四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 4,224,556 4,204,340 △20,216 △0.5 5,525,238 

Ⅱ 売上原価 2,001,939 1,986,202 △15,736 △0.8 2,629,658 

売上総利益 2,222,617 2,218,137 △4,479 △0.2 2,895,580 

Ⅲ 営業収入 351,750 365,310 13,559 3.9 463,097 

営業総利益 2,574,368 2,583,447 9,079 0.4 3,358,678 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,317,422 2,433,405 115,983 5.0 3,043,866 

 １．運賃 179,641 182,768 3,127 1.7 238,087 

 ２．役員報酬 90,626 83,499 △7,127 △7.9 121,247 

 ３．給与手当 859,919 911,049 51,130 5.9 1,119,257 

 ４．賞与引当金繰入額 38,629 39,255 626 1.6 75,263 

 ５．退職給付費用 13,017 13,244 226 1.7 17,260 

 ６．役員退職慰労引当金繰
入額 

9,855 8,011 △1,843 △18.7 13,049 

 ７．地代家賃 175,650 178,973 3,322 1.9 233,720 

 ８．水道光熱費 125,996 124,351 △1,645 △1.3 166,021 

 ９．減価償却費 106,283 104,126 △2,157 △2.0 143,735 

 10．その他 717,802 788,125 70,323 9.8 916,225 

営業利益 256,945 150,042 △106,903 △41.6 314,811 

Ⅴ 営業外収益 103,353 118,117 14,764 14.3 141,218 

 １．受取利息 6,083 5,167 △916 △15.1 8,278 

 ２．賃貸収益 51,514 54,980 3,465 6.7 68,178 

 ３．保険金収入 3,593 2,195 △1,398 △38.9 8,656 

 ４．受入手数料 19,966 25,185 5,219 26.1 26,751 

 ５．電算機器使用料収入 12,301 12,279 △21 △0.2 16,416 

 ６．その他 9,894 18,310 8,416 85.1 12,937 

Ⅵ 営業外費用 58,399 64,297 5,898 10.1 78,888 

 １．支払利息 5,819 5,131 △687 △11.8 7,737 

 ２．賃貸費用 51,070 55,001 3,931 7.7 67,706 

 ３．その他 1,510 4,164 2,654 175.8 3,444 

経常利益 301,899 203,862 △98,036 △32.5 377,141 
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科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期
第３四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅶ 特別利益 － 592 592 － 5,104 

 １．貸倒引当金戻入 － － － － 5,104 

 ２．固定資産売却益 － 592 592 － － 

Ⅷ 特別損失 163,393 34,498 △128,895 △78.9 288,804 

 １．固定資産除却損 5,061 2,706 △2,354 △46.5 14,824 

 ２．減損損失 145,981 31,602 △114,379 △78.4 249,556 

 ３．関係会社株式評価損 12,350 189 △12,160 △98.5 15,071 

 ４．関係会社株式売却損 － － － － 9,351 

税金等調整前四半期（当期）
純利益 

138,505 169,956 31,450 22.7 93,441 

税金費用 107,733 107,251 △481 △0.4 91,829 

四半期（当期）純利益 30,772 62,704 31,931 103.8 1,611 
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日）  （千円未満は切捨表示） 

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 305,972 △212,550 3,093,549 

第３四半期連結会計期間中の変動
額          

剰余金の配当（注）     △41,003   △41,003 

剰余金の配当     △32,793   △32,793 

四半期純利益     62,704   62,704 

自己株式買取       △1,891 △1,891 

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額 

          

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円） 

－ － △11,091 △1,891 △12,983 

平成19年12月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 294,881 △214,441 3,080,565 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,160,071 

第３四半期連結会計期間中の変動
額      

剰余金の配当（注）   － △41,003 

剰余金の配当   － △32,793 

四半期純利益   － 62,704 

自己株式買取   － △1,891 

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額 

△25,569 △25,569 △25,569 

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円） 

△25,569 △25,569 △38,552 

平成19年12月20日 残高（千円） 40,953 40,953 3,121,518 
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

（千円未満は切捨表示） 

（注１）平成18年６月の定時株主総会における利益処分額は33,944千円、当連結会計年度に対応する配当は33,943千円

であります。 

（注２）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 380,749 △21,671 3,359,204 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注１）     △67,888   △67,888 

取締役賞与金（注２）     △7,500   △7,500 

監査役賞与金（注２）     △1,000   △1,000 

当期純利益     1,611   1,611 

自己株式買取       △190,878 △190,878 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － △74,776 △190,878 △265,654 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 305,972 △212,550 3,093,549 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成18年３月20日 残高（千円） 69,523 69,523 3,428,727 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注１）   － △67,888 

取締役賞与金（注２）   － △7,500 

監査役賞与金（注２）   － △1,000 

当期純利益   － 1,611 

自己株式買取   － △190,878 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額 

△3,001 △3,001 △3,001 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△3,001 △3,001 △268,656 

平成19年３月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,160,071 
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （千円未満は切捨表示）

 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前四半期（当期）純利益  138,505 169,956 93,441 

減価償却費 143,058 139,249 193,055 

為替差損益 △1,079 412 △3,190 

減損損失 145,981 31,602 249,556 

関係会社株式評価損 12,350 189 15,071 

関係会社株式売却損 － － 9,351 

役員退職慰労引当金の増減額 △1,111 △446 2,082 

賞与引当金の増減額 △40,581 △44,274 2,842 

貸倒引当金の減少額 △675 △1,350 △5,234 

役員賞与引当金の増加額 10,647 10,502 － 

受取利息 △6,083 △5,167 △8,278 

支払利息 5,819 5,131 7,737 

有形固定資産除却損 5,061 2,706 14,824 

有形固定資産売却益 － △592 － 

売上債権の増減額 △45,831 △83,268 37,135 

たな卸資産の増加額 △28,204 △12,918 △12,159 

仕入債務の増減額 △3,363 60,164 △59,120 

役員賞与の支払額 △8,500 － △8,500 

その他  20,200 10,125 38,150 

小計 346,194 282,022 566,764 

利息の受取額 6,083 5,167 8,278 

利息の支払額 △5,862 △5,149 △7,856 

法人税等の支払額 △115,882 △162,836 △154,384 

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,533 119,203 412,803 
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前年同四半期 

（平成19年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

投資有価証券の取得による支出 － △23,815 － 

出資金の取得による支出 △18,454 － △18,454 

有形固定資産の取得による支出 △132,572 △238,555 △157,722 

有形固定資産の売却による収入 － 1,298 － 

無形固定資産の取得による支出 △46,548 △4,427 △46,938 

差入保証金の払込による支出 △2,782 △46,395 △5,088 

差入保証金の返還による収入 11,536 24,015 17,361 

貸付金の回収による収入 26,756 45,540 40,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,064 △242,341 △170,820 

Ⅲ 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 80,000 △1,000 70,000 

長期借入による収入 － 35,000 － 

長期借入金の返済による支出 △103,557 △73,336 △138,088 

社債の償還による支出 △43,000 △45,000 △86,000 

自己株式の取得による支出 △190,656 △1,891 △190,878 

配当金の支払額 △67,888 △73,796 △67,888 

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,101 △160,023 △412,854 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,079 △412 3,190 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △255,553 △283,574 △167,681 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 887,002 719,321 887,002 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 631,449 435,747 719,321 
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