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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 12,021 ― 931 ― 955 ― 528 ―
20年3月期第1四半期 11,334 18.2 988 31.4 974 36.9 563 22.4

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 18.00 ―
20年3月期第1四半期 19.18 18.80

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 47,306 19,059 39.1 630.36
20年3月期 46,675 18,915 39.3 624.53

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,503百万円 20年3月期  18,332百万円

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 ― 4.00 ― 8.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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  無   

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 25,000 ― 1,900 ― 1,800 ― 900 ― 30.66
通期 50,000 5.7 4,000 △9.7 3,800 △12.6 2,100 △30.2 71.53

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、その他の特記事項 
（１）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
（２）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。 

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  29,424,635株 20年3月期  29,424,635株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  70,552株 20年3月期  70,062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  29,354,375株 20年3月期第1四半期  29,358,273株



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１四半期におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題に端を発した米国経済の減速懸念や世界的

な金融資本市場の混乱、原油および原材料価格の高騰の影響が企業収益を圧迫し景気減速感が強まっておりま

す。 

 このような状況のもと、当社グループはエンジンコンポーネント部門を中心とした積極的な受注活動、総原価

低減活動の結果、第１四半期における連結売上高は、120億21百万円（前年同期比6.1％増）となりました。損益

面におきましては、原材料価格の高騰等により、連結営業利益は９億31百万円（同5.7％減）、連結経常利益は

９億55百万円（同1.9％減）、連結四半期純利益は５億28百万円（同6.1％減）となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本は売上高104億８百万円、営業利益は９億30百万円、アジアは売上高23億72百万円、営業利益２億60百万

円、北米は売上高１億17百万円、営業利益△10百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前年度末比1.4％増の473億６百万円（前連結会計年度末は、466億75百万円）と

なり６億30百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べたな卸資産が３億98百万円増加したこと

によるものであります。 

 負債については、前年度末比1.8％増の282億46百万円（前連結会計年度末は、277億60百万円）となり４億86

百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ設備支払手形が５億63百万円増加したことによるも

のであります。 

 純資産については、前年度末比0.8％増の190億59百万円（前連結会計年度末は、189億15百万円）となり１億

44百万円増加いたしました。この主な要因は、四半期純利益計上等に伴う利益剰余金の増加（５億28百万円）に

配当金の支払い（２億34百万円）を加味したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前年度末

39.3%から39.1%となりました。 

（２）連結キャッシュ・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「資金」という。）は12億27百万円となりま

した。なお、当四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比24.0％減の８億47百万円となりました。この主な要因は、税金等調

整前四半期純利益は９億55百万円と減価償却費６億５百万円、仕入債務の増加額３億41百万円に、たな卸資産の

増加額４億49百万円、法人税等の支払額６億74百万円を加味したことによるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は、前年同期比80.8％減の１億46百万円となりました。この主な要因は、自動車部

品等製造事業の設備投資による有形固定資産の取得による支出３億17百万円によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、前年同期比369.5％増の６億42百万円となりました。この主な要因は、長期借

入金の約定弁済及び社債償還を中心とした有利子負債（長期借入金、社債並びに短期借入金）が合計で３億80百

万円減少したことと、配当金の支払額２億36百万円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 

 今後の見通しといたしましては、米国経済の減速や原油および原材料価格の高騰、円高、株価下落など日本の

景気を更に下振れさせる懸念材料も多く、当社を取り巻く経営環境は不透明感が増している状況にあります。 

 当社グループは、新製品の受注活動、総原価低減活動、海外業務の拡充の展開を図り、業績向上に取組んでま

いります。平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 



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）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．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及び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 

・会計処理に関する事項の変更 

１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出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、先入先出法による原価法（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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ53,546千円減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。   

２．「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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。    

３．在外子会社等の資産又は負債等の本邦通貨への換算基準の変更 

 従来、在外子会社等の資産及び負債ならびに収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収

益及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含める方法に変更しております。 

 この変更は、近時の為替市場の動向を勘案し、為替相場の短期的な変動によって四半期決算と年度決算の

整合性が損なわれるリスクを回避するためにおこなったものであり、かつ、収益及び費用の各項目が連結会

計年度を通じて発生する在外子会社等の業績を、より正確に連結財務諸表に反映させるためのものでありま

す。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて連結売上高は33,827千円増加し、営業利益は8,395千円減

少、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,832千円、2,812千円増加しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

・追加情報 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。 

 この変更は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数を見直したことによるものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ24,902千円減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 



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 1,227,814 1,223,320 

受取手形及び売掛金 11,477,755 11,485,333 

商品 81,628 52,046 

製品 1,236,976 1,146,408 

原材料 1,552,471 1,308,451 

仕掛品 520,612 513,647 

貯蔵品 265,910 238,213 

繰延税金資産 540,474 474,365 

その他 417,467 364,863 

貸倒引当金 △25,915 △24,946 

流動資産合計 17,295,195 16,781,703 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,314,227 16,271,733 

減価償却累計額 △5,973,366 △5,819,687 

建物及び構築物（純額） 10,340,861 10,452,045 

機械装置及び運搬具 21,850,920 21,524,025 

減価償却累計額 △15,516,020 △15,352,548 

機械装置及び運搬具（純額） 6,334,899 6,171,476 

土地 9,952,553 9,953,681 

建設仮勘定 517,808 447,237 

その他 7,129,795 7,067,576 

減価償却累計額 △6,036,635 △5,934,600 

その他（純額） 1,093,160 1,132,975 

有形固定資産合計 28,239,283 28,157,417 

無形固定資産   

ソフトウエア 16,694 12,098 

その他 74,705 82,416 

無形固定資産合計 91,400 94,514 

投資その他の資産   

投資有価証券 716,864 707,421 

出資金 228,716 228,716 

繰延税金資産 521,629 481,626 

その他 231,748 245,911 

貸倒引当金 △16,611 △16,611 

投資損失引当金 △1,681 △4,772 

投資その他の資産合計 1,680,667 1,642,292 

固定資産合計 30,011,350 29,894,223 

資産合計 47,306,545 46,675,927 
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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   

支払手形及び買掛金 8,199,524 7,902,762 

短期借入金 3,250,892 2,934,232 

1年内償還予定の社債 940,000 940,000 

未払法人税等 733,256 935,965 

賞与引当金 338,174 671,202 

役員賞与引当金 12,500 100,000 

設備関係支払手形 1,006,022 442,998 

その他 2,093,080 1,555,075 

流動負債合計 16,573,450 15,482,237 

固定負債   

社債 270,000 540,000 

長期借入金 1,998,428 2,456,752 

繰延税金負債 8,921 － 

再評価に係る繰延税金負債 3,060,995 3,060,995 

退職給付引当金 2,378,472 2,323,118 

長期前受金 564,661 571,278 

長期預り保証金 1,856,162 1,845,502 

長期預り敷金 1,344,000 1,344,000 

その他 191,770 136,446 

固定負債合計 11,673,412 12,278,097 

負債合計 28,246,862 27,760,334 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,617,309 4,617,309 

資本剰余金 250,149 250,149 

利益剰余金 8,949,177 8,662,765 

自己株式 △25,776 △25,543 

株主資本合計 13,790,859 13,504,680 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148,172 138,412 

繰延ヘッジ損益 △13,522 △19,251 

土地再評価差額金 4,645,721 4,645,721 

為替換算調整勘定 △67,628 63,187 

評価・換算差額等合計 4,712,743 4,828,070 

少数株主持分 556,080 582,841 

純資産合計 19,059,683 18,915,592 

負債純資産合計 47,306,545 46,675,927 
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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）

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 12,021,481 

売上原価 10,264,567 

売上総利益 1,756,914 

販売費及び一般管理費 825,552 

営業利益 931,361 

営業外収益  

受取利息 356 

受取配当金 6,407 

作業屑売却益 66,714 

固定資産賃貸料 2,614 

その他 24,923 

営業外収益合計 101,016 

営業外費用  

支払利息 54,720 

為替差損 18,266 

その他 3,776 

営業外費用合計 76,763 

経常利益 955,613 

特別利益  

投資損失引当金戻入額 3,091 

特別利益合計 3,091 

特別損失  

固定資産売却損 1,036 

固定資産廃棄損 2,229 

特別損失合計 3,266 

税金等調整前四半期純利益 955,438 

法人税、住民税及び事業税 486,247 

法人税等調整額 △90,585 

法人税等合計 395,661 

少数株主利益 31,273 

四半期純利益 528,503 
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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 955,438 

減価償却費 605,319 

賞与引当金の増減額（△は減少） 281,678 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △87,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,384 

受取利息及び受取配当金 △6,764 

支払利息 54,720 

固定資産売却損益（△は益） 1,036 

固定資産廃棄損 2,229 

売上債権の増減額（△は増加） △74,801 

たな卸資産の増減額（△は増加） △449,301 

仕入債務の増減額（△は減少） 341,299 

未収消費税等の増減額（△は増加） △116,738 

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,226 

未払金の増減額（△は減少） 10,494 

その他 81,180 

小計 1,555,451 

利息及び配当金の受取額 6,764 

利息の支払額 △40,626 

法人税等の支払額 △674,195 

営業活動によるキャッシュ・フロー 847,393 

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 △317,942 

有形固定資産の売却による収入 143,629 

無形固定資産の取得による支出 △112 

投資有価証券の取得による支出 △897 

貸付金の回収による収入 120 

その他 28,642 

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,561 

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 1,530,000 

短期借入金の返済による支出 △1,140,000 

長期借入金の返済による支出 △500,559 

社債の償還による支出 △270,000 

配当金の支払額 △236,869 

その他 △25,443 

財務活動によるキャッシュ・フロー △642,871 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,213 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,747 

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,924 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,671 
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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） 

 自動車部品等製造事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：タイ国・中国 

北米：米国 

３ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」に記載のとおり、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）を

適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「日本」で53,546千円減

少しております。 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、外部顧客に対する売

上高は「アジア」で34,881千円増加、「北米」で1,053千円減少し、営業利益は「アジア」で6,486千円増

加、「北米」で1,827千円減少、「消去又は全社」で13,054千円減少しております。 

４ 追加情報 

 （重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

 「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」に記載のとおり、当社及び

国内連結子会社は、法人税法改正を契機として、経済的耐用年数を見直したことにより、機械装置について

は、従来、耐用年数を２～11年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より２～９年に変更してお

ります。 

 これにより、営業利益は、「日本」で24,902千円減少しております。 

 
日本 

 （千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 10,315,638 1,701,779 4,063 12,021,481 ― 12,021,481 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
93,200 670,596 113,791 877,588 (877,588) ― 

計 10,408,838 2,372,376 117,854 12,899,069 (877,588) 12,021,481 

営業利益又は営業損失（△） 930,597 260,548 △10,060 1,181,085 (249,724) 931,361 



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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米   ：米国 

アジア  ：タイ国・中国 

ヨーロッパ：ベルギー・フランス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 会計処理の方法の変更 

 （在外子会社等の資産又は負債の本邦通貨への換算基準） 

 「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により、収益

及び費用は期中平均相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含める方法に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上高は「北米」で

1,053千円減少、「アジア」で34,881千円増加しております。 

（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。 

  北米 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 253,600 1,818,155 11,828 2,083,584 

Ⅱ 連結売上高（千円）       12,021,481 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
2.1 15.1 0.1 17.3 



「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（千円） 

Ⅰ 売上高 11,334,727 

Ⅱ 売上原価 9,571,985 

売上総利益 1,762,741 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 774,650 

営業利益 988,090 

Ⅳ 営業外収益 61,346 

Ⅴ 営業外費用 75,076 

経常利益 974,360 

Ⅵ 特別利益 54 

Ⅶ 特別損失 730 

税金等調整前四半期純利益 973,684 

法人税等 348,684 

法人税等調整額 37,916 

少数株主利益 23,915 

四半期純利益 563,167 



（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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益  973,684 

 減価償却費 567,488 

 退職給付引当金の増減（△）額 58,375 

 支払利息 71,354 

 売上債権の増（△）減額 45,839 

 たな卸資産の増（△）減額 △98,333 

 仕入債務の増減（△）額 536,444 

 その他 114,456 

小計 2,269,309 

 法人税等の支払額 △1,108,767 

 その他 △44,824 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,115,717 

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 △849,808 

 有形固定資産の売却による収入 48,810 

 投資有価証券の取得による支出 △138,040 

 その他 175,501 

投資活動によるキャッシュ・フロー △763,537 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入の純増減（△）額 656,000 

 長期借入金の返済による支出 △436,884 

 社債償還による支出 △270,000 

 配当金の支払額 △234,852 

 その他 148,809 

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,927 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 30,030 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額 245,283 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,599,386 

Ⅶ 非連結子会社の合併に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

41,983 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 1,886,653 
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