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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） 

 

(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3月期第1四半期 12,723 ― △630 ― △566 ― △621 ―

20年3月期第1四半期 11,789 △0.9 △415 ― △308 ― △275 ―

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 △11.30 ―

20年3月期第1四半期 △5.00 ―

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 45,849 20,598 44.4 369.87
20年3月期 46,925 20,966 44.2 376.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  20,352百万円 20年3月期  20,724百万円

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3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

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） 
（％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  
 

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 28,000 ― △360 ― △310 ― △440 ― △8.00

通期 64,700 6.6 790 △7.1 920 △15.5 430 △26.0 7.81

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、5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、5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） 

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3月期第1四半期  55,176,000株 20年3月期  55,176,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  148,986株 20年3月期  147,574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  55,027,653株 20年3月期第1四半期  55,050,418株
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※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
１．平成20年5月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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、当社が現在入手している情報及び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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、4ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。 
３．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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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１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は127億23百万円（前期比7.9％増）、営業損失は6億30百万円

（前期の営業損失は4億15百万円）、経常損失は5億66百万円（前期の経常損失は3億8百万円）、第１四半期純損失は

6億21百万円（前期の第１四半期純損失は2億75百万円）と増収減益となりました。

　売上高につきましては、空調設備工事関連事業が前期を下回ったものの、化学品関連事業および燃料関連事業が前

期を上回ったことを主要因に増加いたしました。

　一方、営業損失および経常損失につきましては、売上高の増加および利益率の改善により売上総利益は増加したも

のの、真柄建設㈱、㈱ゼファーおよび三平建設㈱の民事再生手続開始の申し立てに伴う不良債権の発生（真柄建設㈱

2億30百万円、㈱ゼファー62百万円、三平建設㈱9百万円）に加え、一般債権に対する貸倒実績率上昇による貸倒引当

金繰入額の増加を主要因とした経費増により、前期に比べ拡大いたしました。

　また、第１四半期純損失につきましては、経常損失の増加に加え、前第１四半期は適格退職年金制度終了益1億26百

万円の計上があったため、前期に比べ拡大いたしました。

　なお、当社グループ業績の特徴として、受注型の事業セグメントであります情報システム関連事業、空調設備工事

関連事業および建設資材関連事業における売上計上が第２四半期末ならびに年度末に集中することから、営業損益、

経常損益および第１四半期純損益ともに、当初計画通り損失となっております。

 

＜事業の種類別セグメントの状況＞

　営業損益の大きい事業セグメント順に記載いたします。

 

〔化学品関連事業〕

　「無機・有機化学品」は、引き続き極端な値上げ基調が続くなか、当社では、お客様への値上げ交渉の進展により

売上高は前期を上回りましたが、営業利益は前期比で微増にとどまりました。一方、北陸地区を事業基盤とする子会

社では、既存のお客様との取引拡大および新規ビジネスが軌道に乗ってきたことにより、売上高および営業利益とも

に前期比で増加いたしました。

　「医薬品原薬」は、ジェネリック医薬品の使用促進策が推進されるなか、当初想定以上に需要が拡大したことから、

売上高および営業利益ともに前期比で増加いたしました。

　以上の結果、売上高は51億50百万円、営業利益は2億45百万円となりました。

 

〔燃料関連事業〕

　原油高に伴い「産業用燃料」および「ＬＰＧ」の仕入価格が上昇する厳しい状況のなか、お客様への値上げ交渉を

地道に進めるとともに、地域密着型の営業活動を展開してまいりました結果、売上高は20億77百万円、営業利益は84

百万円となりました。

 

〔樹脂・エレクトロニクス関連事業〕　　

　「金型・樹脂成形品、複合ユニット製品」は、当事業の主要マーケットであります自動車部品分野について、北米

市場の需要低迷の影響を受け低調に推移したことを主要因に売上高は減少いたしました。

　「電子部品・電子材料関連の電子セラミック」は、既存のお客様における需要減の影響を受け売上高は減少いたし

ました。

　以上の結果、売上高は7億17百万円、営業損益は23百万円の損失となりました。

 

〔空調設備工事関連事業〕

　「首都圏」は、マンション市況が大幅に低迷するなか、営業方針の変更を行い、オフィスビル・リニューアル工事

案件を中心に、提案型営業を積極的に展開するとともに、人材の増強による施工体制の強化を図り、受注拡大に努め

てまいりました。

　「北陸地区」は、原材料の高騰、需要低迷という厳しい事業環境のなか、これまでの事業基盤を活かした営業活動

を推進するとともに、リニューアル提案を積極的に推し進めてまいりました。

　以上の結果、オフィスビルおよびリニューアル工事案件が着実に受注に結びつき、受注高は34億42百万円となりま

した。一方、売上高は北陸地区での大型完成工事物件の減少により23億34百万円となり、また、利益率の改善により

売上総利益は前期に比べ増加したものの、営業損益は不良債権の発生により52百万円の損失となりました。
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〔情報システム関連事業〕

　「北陸地区」は、地域密着型のサポート体制を武器に、既存のお客様との取引拡大を図るとともに、新規のお客様

開拓を進めてまいりました。

　「首都圏」は、当社オリジナルのソリューションを武器に、ビジネスの拡大を推進してまいりました。

　「オリジナルソフトサービス面」では、「ＰＯＷＥＲ ＥＧＧ®」について、メジャーバージョンアップ版「ＰＯＷ

ＥＲ ＥＧＧ®2.0」を本年8月にリリースすべく開発を進めてまいりました。

　以上の結果、受注高は首都圏での大型案件が寄与し17億44百万円となりました。一方、売上計上が第２四半期末な

らびに年度末に集中するという特徴があることから、売上高は7億30百万円、営業損益は2億12百万円の損失となりま

した。

 

〔建設資材関連事業〕

　「首都圏の分譲マンション向け」は、首都圏の新規マンション供給戸数が激減する厳しい事業環境のなか、昨年10

月での子会社２社の合併により強化された商品調達力を武器に、利益率の向上を目指し、ディベロッパーやゼネコン

等のお客様に対して積極的な提案活動を推進してまいりました。

　「北陸地区」は、厳しい事業環境が続くなか、メンテナンスおよびリニューアルを切り口として地域密着型の営業

活動を展開してまいりました。

　以上の結果、受注高は36億93百万円となりました。一方、売上計上が第２四半期末ならびに年度末に集中するとい

う特徴に加え、不良債権の発生により、売上高は20億25百万円、営業損益は3億14百万円の損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、458億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億75百万円減少い

たしました。主な要因は、受取手形及び売掛金32億1百万円の減少、仕掛品12億68百万円の増加、投資有価証券

9億85百万円の増加であります。

　負債残高は、252億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億7百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金12億29百万円の減少であります。

　純資産残高は、205億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億68百万円減少いたしました。

　これらの結果、連結ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末の44.2%から44.4%となり、１株当たりの純資産額

は、前連結会計年度末の376円61銭から369円87銭に減少いたしました。

（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の残高は25億12百万円となり、前連結会計年度末と比較

して4億87百万円の減少となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2億30百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額

29億81百万円であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額18億72百万円、仕入債務の減少額10億80百万円であ

ります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億25百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得によ

る支出1億43百万円であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は3億76百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少額

1億82百万円、配当金の支払額1億65百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　連結経営成績に関する定性的情報に記載いたしましたとおり、当第1四半期連結会計期間において、真柄建設㈱、㈱

ゼファーおよび三平建設㈱に対する不良債権の発生に加え、一般債権に対する貸倒実績率上昇による貸倒引当金繰入額

の増加により、当初計画に比べ3億61百万円の経費増となりました。

　しかしながら、営業活動面については、当社および連結子会社において、第２四半期連結累計期間は当初計画を上回

る見込みであることから、これらの状況を織り込み、第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想を以下のとお

り修正いたします。
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（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 27,500 △180 △130 △300 △5 45

今回修正予想（Ｂ） 28,000 △360 △310 △440 △8 00

増減額（Ｂ－Ａ） 500 △180 △180 △140 △2 55

増減率（％） 1.8 － － －  －

前中間期実績 25,723 △352 △168 △254 △4 62

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 64,200 970 1,100 570 10 36

今回修正予想（Ｂ） 64,700 790 920 430 7 81

増減額（Ｂ－Ａ） 500 △180 △180 △140 △2 55

増減率（％） 0.8 △18.6 △16.4 △24.6 　 －

前期実績 60,693 850 1,088 580 10 56

 

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）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

（簡便な会計処理）   

  ①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

  られた一部の連結子会社においては、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当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

  たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）　

　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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

 (会計処理基準に関する事項の変更）

  ①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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  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、主として総平均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、主として総平均法による原価法（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下げの方法）により算定しております。

  なお、変更による損益への影響額は軽微であります。

　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、変更による損益への影響はありません。

  ④所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。

　なお、変更による損益への影響はありません。

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,757 3,273

受取手形及び売掛金 13,432 16,633

完成工事未収入金 1,387 1,193

商品及び製品 1,291 951

原材料及び貯蔵品 88 80

仕掛品 3,688 2,420

未成工事支出金 1,806 1,571

その他 1,038 913

貸倒引当金 △427 △66

流動資産合計 25,063 26,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,490 4,601

土地 3,677 3,677

その他 778 818

有形固定資産合計 8,947 9,096

無形固定資産   

ソフトウエア 794 742

その他 164 184

無形固定資産合計 959 927

投資その他の資産   

投資有価証券 9,472 8,486

その他 1,521 1,558

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 10,879 9,930

固定資産合計 20,786 19,954

資産合計 45,849 46,925

- 1 -



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 8,656 9,885

工事未払金 1,135 1,007

短期借入金 7,945 8,078

未払法人税等 137 435

役員賞与引当金 19 134

受注損失引当金 17 27

完成工事補償引当金 34 35

その他 4,388 3,612

流動負債合計 22,334 23,214

固定負債   

長期借入金 162 250

退職給付引当金 74 73

役員退職慰労引当金 412 431

その他 2,266 1,989

固定負債合計 2,916 2,744

負債合計 25,251 25,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 2,702 2,702

利益剰余金 12,506 13,293

自己株式 △35 △34

株主資本合計 18,875 19,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,815 1,297

繰延ヘッジ損益 △4 △14

為替換算調整勘定 △333 △221

評価・換算差額等合計 1,477 1,061

少数株主持分 245 242

純資産合計 20,598 20,966

負債純資産合計 45,849 46,925
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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：百万円）

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) 

売上高 12,723

売上原価 11,067

売上総利益 1,655

販売費及び一般管理費 2,286

営業損失（△） △630

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 51

その他 84

営業外収益合計 139

営業外費用  

支払利息 34

持分法による投資損失 4

その他 36

営業外費用合計 74

経常損失（△） △566

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

たな卸資産評価損 5

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 37

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純損失（△） △609

法人税、住民税及び事業税 127

法人税等調整額 △123

法人税等合計 4

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △621
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △609

減価償却費 199

のれん償却額 0

持分法による投資損益（△は益） 4

投資事業組合運用損益（△は益） △15

投資有価証券評価損益（△は益） 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） 361

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

受注損失引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 34

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,981

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,872

仕入債務の増減額（△は減少） △1,080

転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減
少）

△107

その他 921

小計 659

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △28

法人税等の支払額 △470

営業活動によるキャッシュ・フロー 230
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（単位：百万円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △36

定期預金の払戻による収入 50

有形固定資産の取得による支出 △98

有形固定資産の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △98

投資有価証券の取得による支出 △143

貸付金の回収による収入 2

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △325

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） △182

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0

長期借入金の返済による支出 △25

配当金の支払額 △165

少数株主への配当金の支払額 △2

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487

現金及び現金同等物の期首残高 2,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,512
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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４月１日　至　平成20年６月30日）

 
化学品関
連事業
（百万円）

燃料関連
事業
（百万円）

樹脂・エ
レクトロ
ニクス関
連事業
（百万円）

空調設備
工事関連
事業
（百万円）

情報シス
テム関連
事業
（百万円）

建設資材
関連事業
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高           

(1）外部顧客に対

する売上高
5,146 2,062 716 2,294 691 1,784 26 12,723 － 12,723

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

3 14 0 39 39 240 75 414 (414) －

計 5,150 2,077 717 2,334 730 2,025 102 13,137 (414) 12,723

営業利益（又は

営業損失）
245 84 △23 △52 △212 △314 12 △260 (370) △630

ｂ．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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 11,789

Ⅱ　売上原価 10,341

売上総利益 1,447

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,863

営業損失（△） △415

Ⅳ　営業外収益 152

1 受取利息 3

2 受取配当金 46

3 投資事業組合運用益 11

4 仕入割引 23

5 持分法による投資利益 22

6 その他 45

Ⅴ　営業外費用 45

1 支払利息 33

2 リース解約損 0

3 その他 11

経常損失（△） △308

Ⅵ　特別利益 131

1 固定資産売却益 0

2 適格退職年金制度終了益 126

3 貸倒引当金戻入額 5

Ⅶ　特別損失 19

1 固定資産除却損 0

2 投資有価証券評価損 18

税金等調整前四半期純損失
（△）

△196

法人税、住民税及び事業税 85

法人税等調整額 △10

少数株主利益 4

四半期純損失（△） △275
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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
（△）

△196

減価償却費 195

持分法による投資利益 △22

投資事業組合運用損益 △11

投資有価証券評価損 18

貸倒引当金の減少額 △5

役員賞与引当金の減少額 △142

役員退職引当金の減少額 △5

退職給付引当金の減少額 △39

受注損失引当金の減少額 △11

受取利息及び受取配当金 △49

支払利息 33

固定資産売却損益 △0

固定資産除却損 0

売上債権の減少額 2,762

たな卸資産の増加額 △2,277

仕入債務の減少額 △662

転貸リースに係る売上修正
に伴う減少額

△126

その他 1,049

小計 508

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △25

法人税等の支払額 △519

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

26
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による支出 △58

定期預金の払戻による収入 48

有形固定資産の取得による
支出

△131

有形固定資産の売却による
収入

2

無形固定資産の取得による
支出

△75

投資有価証券の取得による
支出

△4

貸付金の回収による収入 2

その他 101

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△114

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 △42

長期借入れによる収入 40

長期借入金の返済による支
出

△36

親会社による配当金の支払
額

△165

少数株主への配当金の支払
額

△7

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△213

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

1

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

△300

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,239

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

2,938

－ 4 －
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