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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注） 従来、「商品先物取引業統一経理基準」及び「商品先物取引業における証券取引法に基づく開示の内容について」に準拠して連結財務諸表を作成しておりましたが、当第１
四半期連結会計期間から「金融商品取引業に関する内閣府令」（平成10年総理府令 大蔵省令第32号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日
本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。この変更に伴い「純営業収益」を記載しております。  

(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）

営業収益 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,673 ― 1,657 ― 310 ― 306 ― 187 ―

20年3月期第1四半期 1,740 △19.8 ― ― △198 ― △149 ― △208 ―

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3月期第1四半期 2.60 ―

20年3月期第1四半期 △2.89 ―

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3月期第1四半期 43,623 5,965 13.7 82.63
20年3月期 40,203 5,944 14.8 82.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,965百万円 20年3月期  5,944百万円

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  

(注) 業績予想と同様に、金融商品取引業は通常の業績を適正に予想することが困難なため、配当予想についても未定としております。  

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3月期 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示しておりません。 
 それに代えて、四半期及び通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。  

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 
 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。 
 当社グループの業績は、外国為替市場、証券市場、商品先物市場の相場環境に大きく影響を受けるため業績を予想することが困難な状況であり、業績予想を開示しておりませ
ん。なお、連結子会社ひまわりインベストメント株式会社（旧会社名ひまわりＣＸ株式会社）では平成19年７月及び10月に実施した会社分割及び事業譲渡により、商品先物取引事業
から撤退しております。これらの影響により、通期の連結業績は、営業収益、経常利益、当期純利益ともに前期の計数とは大きく異なる可能性があります。当社では、四半期及び通
期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  73,500,000株 20年3月期  73,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,300,902株 20年3月期  1,300,902株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  72,199,098株 20年3月期第1四半期  72,199,098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
（外国為替取引関連事業）
期初に１ドル＝99円台で始まったドル円相場は、その後、原材料の高騰による国内企業収益の圧迫懸念や

米国の利上げ観測からドルが買われる展開となり、１ドル＝106円42銭で当第１四半期連結会計期間を終えま
した。また、ユーロについては、市場予想を上回るユーロ圏経済の好調さを受け、対円相場は１ユーロ＝169
円台、対ドル相場は１ユーロ＝1.6ドル台とそれぞれ最高値を更新するなどユーロ高が続きました。
こうした中、連結子会社ひまわり証券株式会社におきましては、昨年12月の手数料完全無料化に続き、当

第１四半期連結会計期間にはデイトレ口座において主要取引通貨のスプレッド（顧客に提示する売値と買値
の値鞘）を縮小するなど取引仕様の改善に努め、一段と競争力を高めてまいりました。こうした取組みが功
を奏して取引高は前年同期に比べほぼ倍増し、当第１四半期連結会計期間における当社グループの外国為替
取引関連事業の営業収益は13億42百万円（前年同期比50.9％増）となりました。
また、アクティブな投資家層をターゲットとする外国為替証拠金取引専業会社FX ZERO株式会社（当期から

連結子会社）が本年５月下旬からサービスを開始し、当第１四半期連結会計期間の業績への貢献は僅少にと
どまったものの、予想を上回る口座開設ペースとなっており、今後の収益に寄与してくるものと考えており
ます。
なお、当第１四半期連結会計期間末現在の当社グループの外国為替証拠金取引口座数は99,570口座（前期

末比7.1％増）、外国為替取引預り証拠金（外国為替受入証拠金）は225億89百万円（前期末比11.4％増）とな
りました。

（有価証券関連事業）
期初に12,000円台から始まった日経平均株価は、その後、円高基調の一服感から輸出関連銘柄を中心に一

時14,000円台まで上昇しましたが、依然続くサブプライムローン問題の余波により押し戻され、13,481円38
銭で当第１四半期連結会計期間を終了しました。
当社グループにおきましては、株式市場の低調や投資マインドの低下という逆風の中、主力となる株価指

数先物・オプション取引の委託手数料の引き下げなど積極的な営業政策を展開し、当第１四半期連結会計期
間における有価証券関連事業の営業収益は３億20百万円（前年同期比4.4％増）、証券取引口座数は28,968口
座（前期末比7.7％増）、預り資産は166億19百万円（前期末比13.6％増）となりました。

（ディーリングその他の事業）
連結子会社ひまわりインベストメント株式会社において外国為替証拠金取引、証券取引、商品先物取引を

対象に自己ディーリングを行っており、当第１四半期連結会計期間の営業収益は10百万円となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結営業収益は、昨年の商品先物取引事業からの撤退に伴い前
年同期には計上されていた商品先物取引の手数料収益（５億26百万円）がなくなったものの、外国為替取引
関連事業が大幅な増収となり、16億73百万円（前年同期比3.9％減）と微減にとどまりました。一方、商品先
物取引事業からの撤退により人件費を中心に販売費及び一般管理費が大きく減少した結果、当第１四半期連
結会計期間の連結経常利益は３億６百万円（前年同期は１億49百万円の損失）、連結四半期純利益は１億87百
万円（前年同期は２億８百万円の損失）となっております。

（注）１. 当第１四半期連結会計期間より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「有価

証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「ディーリングその他の

事業」にそれぞれ変更しております。

２. 各事業の営業収益には、内部営業収益が含まれているため、各事業の営業収益の合計は連結営業収益とは一致

しません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産、負債、純資産の状況）
当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ34億19百万円増加し436億23百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が59億89百万円、短期差入保証金が11億12百万円それぞれ増加し、外国為替
勘定が41億７百万円減少したためであります。
負債総額は、前期末と比べ33億98百万円増加し376億57百万円となりました。これは主に、外国為替取引預

り証拠金（外国為替受入証拠金）が23億12百万円、受入保証金が13億58百万円それぞれ増加したことによる
ものであります。
純資産は、前期末と比べ21百万円増加し59億65百万円となりました。これは主に剰余金の配当１億44百万

円を実施したこと、および四半期純利益１億87百万円を計上したためであります。なお、当第１四半期連結
会計期間末の自己資本比率は13.7％となっております。

（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△８億９百万円（前年同期は４億30百

万円）、投資活動によるキャッシュ・フローは52百万円（前年同期は67百万円）、財務活動によるキャッシ
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ュ・フローは△５億44百万円（前年同期は△７億４百万円）となりました。その結果、当第１四半期連結会
計期間末の現金及び現金同等物は期首より12億80百万円減少し、25億99百万円となりました。
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は以下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
　当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、△８億９百万円となりました。主
な増加項目は、税金等調整前四半期純利益３億３百万円の計上、外国為替取引預り証拠金（外国為替受入
証拠金）の増加23億12百万円および外国為替勘定の増加41億７百万円であります。一方、主な減少項目
は、短期差入保証金の増加11億12百万円、外国為替取引顧客分別金信託（現金及び預金）の増加69億85百
万円などであります。

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、定期預金の払戻による収入などにより52百万円となりました。

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、剰余金の配当の実施や短期借入金が減少したことにより△５億
44百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当社は連結子会社を通じて金融商品取引業（外国為替証拠金取引・証券取引等）を営んでおり、当社グル

ープの業績は各事業の相場動向や市場流動性などのマーケット環境およびこれらを取り巻く経済環境等に大
きく影響を受けます。
当社グループでは、収益基盤を一層強固なものにするため、中核事業である外国為替証拠金取引や証券取

引において取引口座や預り資産の増大に努めるとともに、証券ＣＦＤ取引やシステムトレードのサービスな
ど新たな収益源となるべき新商品・新サービスの開発や投資顧問業務など市況の影響を受けにくい安定した
収益源の育成に取り組んでおります。しかし、当第１四半期連結会計期間におきましては、営業収益16億73
百万円のうち受入手数料が２億65百万円（営業収益に対する構成比15.9％）、トレーディング損益が13億47百
万円（同80.6％）、合計で16億13百万円（同96.4％）と相当程度の割合を占めており、相場変動の影響を大き
く受けます。
このように将来の相場変動を的確に予測することが困難な状況で業績予想値を開示することは、投資家の

皆様の投資判断を誤らせる恐れがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。このため四半期
および通期の連結業績につきまして、その概略がまとまり次第、速やかにお知らせする予定です。
なお、連結子会社ひまわりインベストメント株式会社（旧会社名ひまわりＣＸ株式会社）において、平成

19年７月および10月に実施した会社分割および事業譲渡により商品先物取引事業から撤退した結果、平成21
年３月期の連結業績は、営業収益、経常利益、当期純利益ともに前連結会計年度の計数とは大きく異なる可
能性があります。

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)

特定子会社の異動はありません。なお、当連結会計年度より、FX ZERO株式会社を新たに連結子会社と
し、DAIWA FINANCIAL SERVICES COMPANY LTD.を連結の範囲から除外しております。

(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
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等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．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。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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
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。
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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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,682,324 19,692,511

預託金 1,831,812 1,449,765

信用取引資産 1,653,168 1,373,955

短期差入保証金 11,741,568 10,629,262

支払差金勘定 313,886 80,943

立替金 10,324 3,591

外国為替勘定 137,652 4,244,772

繰延税金資産 18,017 86,518

その他 433,292 368,474

貸倒引当金 △2,029 △2,460

流動資産合計 41,820,018 37,927,334

固定資産

有形固定資産

建物 29,348 30,459

器具備品 226,901 213,152

有形固定資産合計 256,249 243,611

無形固定資産 372,557 396,166

投資その他の資産

投資有価証券 642,176 984,427

長期未収債権 145,076 144,882

繰延税金資産 102,524 114,752

その他 531,792 648,224

貸倒引当金 △247,073 △255,863

投資その他の資産合計 1,174,495 1,636,423

固定資産合計 1,803,302 2,276,201

資産合計 43,623,320 40,203,535
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債 1,653,168 1,373,955

預り金 812,285 673,688

受入保証金 11,090,451 9,732,222

外国為替受入証拠金 22,589,351 20,276,749

短期借入金 900,000 1,300,000

未払法人税等 43,279 110,597

賞与引当金 11,916 125,800

その他 182,803 328,677

流動負債合計 37,283,255 33,921,691

固定負債

退職給付引当金 332,450 298,458

固定負債合計 332,450 298,458

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 － 39,149

金融商品取引責任準備金 41,705 －

特別法上の準備金合計 41,705 39,149

負債合計 37,657,412 34,259,298

純資産の部

株主資本

資本金 3,460,000 3,460,000

資本剰余金 740,419 740,419

利益剰余金 1,861,346 1,843,477

自己株式 △96,056 △96,056

株主資本合計 5,965,710 5,947,841

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 198 △4,594

為替換算調整勘定 － 989

評価・換算差額等合計 198 △3,604

純資産合計 5,965,908 5,944,236

負債純資産合計 43,623,320 40,203,535
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第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)

営業収益

受入手数料 265,334

トレーディング損益 1,347,966

金融収益 13,789

その他 45,919

営業収益合計 1,673,009

金融費用 15,135

純営業収益 1,657,874

販売費及び一般管理費

取引関係費 349,958

人件費 364,270

不動産関係費 57,881

事務費 30,261

電算機費 344,234

減価償却費 72,008

租税公課 18,909

貸倒引当金繰入額 378

その他 109,949

販売費及び一般管理費合計 1,347,852

営業利益 310,021

営業外収益

受取利息 28,251

受取配当金 492

その他 7,743

営業外収益合計 36,487

営業外費用

持分法による投資損失 40,231

営業外費用合計 40,231

経常利益 306,277

特別利益

受取保険金 26,000

その他 126

特別利益合計 26,127

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 2,556

投資有価証券評価損 10,182

役員退職慰労金 16,000

特別損失合計 28,738

税金等調整前四半期純利益 303,666

法人税、住民税及び事業税 38,397

法人税等調整額 77,467

法人税等合計 115,865

四半期純利益 187,800
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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４月１日

 至 平成20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利益 303,666

減価償却費 72,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） 378

賞与引当金の増減額（△は減少） △114,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,884

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 2,556

受取利息及び受取配当金 △28,744

支払利息 6,519

為替差損益（△は益） △21,236

持分法による投資損益（△は益） 40,231

投資有価証券評価損益（△は益） 10,182

預託金の増減額（△は増加） △2,047

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,112,305

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △380,000

外国為替取引顧客分別金信託の増減額(△は

増加）
△6,985,041

長期未収債権の増減額（△は増加） △194

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 2,312,601

外国為替勘定の増減額（△は増加） 4,107,119

受入保証金の増減額（△は減少） 1,358,229

預り金の増減額（△は減少） 137,660

支払差金勘定の増減額（△は減少） △232,943

その他 △254,602

小計 △770,695

利息及び配当金の受取額 72,672

利息の支払額 △6,519

法人税等の支払額 △105,455

営業活動によるキャッシュ・フロー △809,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △40,721

無形固定資産の取得による支出 △1,750

貸付けによる支出 △3,400

貸付金の回収による収入 537

その他 △2,349

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,335,485

短期借入金の返済による支出 △2,735,485

配当金の支払額 △144,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,280,842

現金及び現金同等物の期首残高 3,605,694

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 284,681

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △9,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,599,730
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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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１ 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４月１日 至 平成20年６月30日）

（単位：千円）

外国為替取引
関連事業

有価証券
関連事業

ディーリング
その他の事業

計 消去又は全社 連結

Ⅰ 営業収益及び営業損益

　 営業収益

　(1)外部顧客に対する

　  営業収益
1,342,496 320,000 10,512 1,673,009 ─ 1,673,009

　(2)セグメント間の内部

　  営業収益又は振替高
─ 63 ─ 63 (63) ─

計 1,342,496 320,063 10,512 1,673,073 (63) 1,673,009

　  営業利益 663,462 △194,589 △33,567 435,305 (125,283) 310,021

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 当第１四半期連結会計期間より、従来、「証券取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「有価

証券関連事業」に、「商品先物取引関連事業」と表示しておりましたセグメントの名称を「ディーリングその他

の事業」にそれぞれ変更しております。

２ 所在地別セグメント情報
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
在外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。

３ 海外売上高（営業収益）
当第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）
海外売上高（営業収益）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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ 営業収益

　１ 受取手数料 805,986

　２ 売買損益 899,689

　３ その他 35,178

　営業収益計 1,740,854

Ⅱ 販売費及び一般管理費

　１ 取引関係費 187,734

　２ 人件費 670,747

　３ 調査費 64,396

　４ 旅費交通費 30,355

　５ 通信費 49,314

　６ 広告宣伝費 221,953

　７ 地代家賃 118,086

　８ 電算機費 298,577

　９ 減価償却費 74,937

　10 その他 223,038

　 販売費及び一般管理費計 1,939,141

営業損失 198,286

Ⅲ 営業外収益 55,302

Ⅳ 営業外費用 6,702

経常損失 149,686

Ⅴ 特別利益

　貸倒引当金戻入額 7,670

　特別利益計 7,670

Ⅵ 特別損失

　１ 商品取引責任準備金繰入額 10,558

　２ 証券取引責任準備金繰入額 4,302

　３ 固定資産除却損 4,236

　４ その他 7,152

　特別損失計 26,249

　 税金等調整前四半期純損失 168,265

　 法人税、住民税及び事業税 9,014

　 法人税等調整額 31,343

四半期純損失 208,623
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「参考資料」

（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

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)

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純損失（△） △ 168,265

　 減価償却費 74,937

　 貸倒引当金の減少額 △ 7,670

　 退職給付引当金の減少額 △ 23,539

　 商品取引責任準備金の増加額 10,558

　 証券取引責任準備金の増加額 4,302

　 受取利息及び受取配当金 △ 48,897

　 支払利息 6,702

　 預託金の増加額 △ 7,738

　 差入保証金の増加額 △ 3,991,211

　 外国為替取引顧客分別信託の増加額 △ 3,109,306

　 委託者未収金の減少額 97,912

　 長期未収債権の増加額 △ 61,592

　 委託者先物取引差金（借方）の減少額 262,926

　 預り証拠金の増加額 2,292,187

　 外国為替取引預り証拠金の増加額 1,644,286

　 外国為替勘定の減少額 2,015,896

　 受入保証金の増加額 1,762,626

　 預り金の増加額 85,852

　 支払差金勘定の減少額 △ 34,757

　 その他 △ 420,052

　 小計 385,156

　 利息及び配当金の受取額 71,396

　 利息の支払額 △ 6,702

　 法人税等の支払額 △ 19,523

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 430,326

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △ 55,796

　 無形固定資産の取得による支出 △ 36,754

　 その他 159,958

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 67,407

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の減少額 △ 704,200

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 704,200

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16,847

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △ 189,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,755,677

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,566,060
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