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1.  平成21年4月期第1四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第1四半期 401 68.7 △10 ― △12 ― △9 ―
20年4月期第1四半期 108 17.4 △70 ― △73 ― △73 ―

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4月期第1四半期 △1,002.40 ―
20年4月期第1四半期 △8,053.07 ―

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4月期第1四半期 1,000 18 1.9 2,043.21
20年4月期 1,080 26 2.5 2,903.13

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  18百万円 20年4月期  26百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 677 118.5 △341 ― △341 ― △341 ― △36,789.30
通期 1,697 44.4 12 ― 12 ― 12 ― 1,294.64

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期第1四半期  9,269株 20年4月期  9,269株
② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  ―株 20年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第1四半期  9,269株 20年4月期第1四半期  9,071株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当事業年度より「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正指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 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及び将来の実績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

①当期の概況

　当第1四半期は、前期の業績不振を受けて抜本的な構造改革を行いました。具体的にはこれまでの民間企業向けシス

テム事業から、安定的な収益基盤である公共システム事業にシフトするために民間企業向けシステム構築部門を7月末

に大幅に規模を縮小し組織の再構築を行いました。また、公共向けシステム開発部門への弊社技術の集中と開発協力

企業との連携を密とし、開発の機動力を高めることにより弊社事業の選択と集中を実施しました。

　システム開発部門では引き続き、自社内でソフトウェアのコンポーネント化（部品化）を継続的に実施しておりま

す。大規模案件で実際に使用し品質と動作性能が検証されたコンポーネント資産が社内に蓄積された結果、同業他社

と比較して高い競争力を維持できる状況になったと考えております。一方でユーザ自身やユーザに近い工程を受け持

つ人材が、このようなシステム環境の変化や開発環境の進化をキャッチアップできず、要件定義や設計工程での問題

が顕著になってきております。

　今後も高品質なシステムを安定的に開発するために、より専門性の高いシステム分野に特化し、上流工程から実装

もふくめたノウハウを蓄積し、システム全体の品質を高めてゆくことを目指しています。

　一方地方公共団体のネットワーク環境は、年々セキュリティの強化、後期高齢システムなど、県、国との接続によ

り複雑になっており、マルチベンダーへの柔軟な対応、運用支援等、低コストで安定した維持管理の需要が高くなっ

ております。また６～７年前に構築したネットワークシステムが、ここ数年で更新が必要な時期となります。弊社の

７年間にわたる地方公共団体、民間企業向けのネットワークシステム全般の運用設計ノウハウ、総合保守サービス、

技術リソースを基盤とした最適なコンサルティング設計の期待が高まってきております。山梨県を中心としたエリア

で、ネットワークコンサルティング、設計、構築、保守を継続しておりますが、今期におきましては、他都道府県で

のプロジェクト受注拡大を行ってまいります。デジタル通信インフラの高性能化は目を見張るものがあり、更なるイ

ンターネット(IP-VPN)への移行に伴い、ASP、データセンタの利用が拡大すると予想されます。今期の注力すべき点と

しては、サーバシステム環境の仮想化、ネットワーク統合、信頼性の向上など、最新技術の適用、設計デザインによ

り、従来の導入費、保守管理費の数十％のコストダウンが可能と考えております。地方公共団体へのライフサイクル

コストの削減を提案し、同時に付加価値サービスのビジネスモデルを創造してまいります。

② 損益計算書項目

　当第１四半期において、売上高は401,807千円（前年同期比268.8%増）となりました。売上高は堅調に推移したもの、

前期よりのシステム開発費の計上等製造原価の増加、上記民間システム事業から公共システム事業にシフトする費用

など販管費の増加により、営業損失は10,383千円（前年同期は70,236千円の損失）、経常損失は12,033千円（前年同

期は73,049千円の損失）、当期純損益は9,291千円の損失（前年同期は73,049千円の損失）となりました。

部門別概況は以下の通りであります。

【ITソリューション事業部】

　ＩＴソリューション事業部においては、これまでの民間企業向けシステム事業から、安定的な収益基盤である公共

システム事業にシフトするために民間企業向けシステム構築部門を7月末をもって大規模に縮小し組織の再構築を行い

ました。また、公共向けシステム開発部門への弊社技術の集中と開発協力企業との連携を密とし、開発の機動力を高

めることにより事業の選択と集中を実施しました。

　具体的には、今後収益性が期待できると予想されるGISシステム開発プロジェクトを中心とする公共向けシステム開

発事業を行っております。

　コンサルティング部門では、地方公共団体向けの業務システム更新の為の調査設計業務を行っており、システム開

発事業における上流工程と位置づけ引き続き事業拡大を行っております。特に人口20万人以上規模の団体では、従前

から汎用機を利用した業務システム運用を行っており、近年での後期高齢者医療制度の新設など社会制度の変更新設

に伴い、改修コスト、維持管理コストが高額となり、オープン系パッケージシステムへの全面移行に対する需要が増

加していくと考えております。

　上記の結果、当期売上高は346,411千円（前年同期比541.8%増）、当期末受注残高は、439,047千円（前年同期比

36.2%減）となっております。

【ソリューションサービス事業部】

　当期のソリューションサービス事業部は、地方公共団体を中心としたネットワークシステム運用保守、コンサル設

計業務、Webシステム運用保守に関わるサービスを提供して参りました。

特に、当期より新規案件のコンサル設計業務委託を受注しており、最新技術の採用及び仮想環境による設計を進めて

おり、今後の次世代ネットワークシステムの標準モデルになると考えております

平成１１年からの総務省による地域情報化基盤事業、平成の市町村合併に関わる、コンサル業務、ネットワーク設計、

構築業務、通信事業展開など、新たに地方公共団体、民間企業を問わず、「高度化するネットワークインフラを如何
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に有効に利用するか」のユーザ視点で新しい提案を行いサービスの拡大を図ってまいりました。

　また、市町村合併以後、地方公共団体向けソフトウエア、ネットワークシステム等の技術革新により大きく変化し

てきております。ネットワークシステム全般の解決方案、新たな調達手法提案など、中堅社員を中心とした専門知識、

ノウハウの獲得や新技術者を含むコンサルティング体制基盤を強化しました。

　上記の結果、当期売上高は55,395千円（前年同期比0.8%増）、当期末受注残高は161,912千円（前年同期比6.7%増）

となっております。

２．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1四半期末の資産合計は1,000,838千円、負債合計は981,899千円、純資産合計は18,938千円であり、それぞれ前

年同期比35.4%減少、同9.9%減少、同95.9%減少となりました。

　資産合計の減少は、売上債権は増加したものの、現金及び預金、棚卸資産及び投資有価証券の譲渡による投資その

他資産の減少によるものであります。

　負債合計の減少は、仕入債務及びその他流動負債は増加いたしましたが、1年以内償還予定新株予約権付社債の減少

及び借入金の減少等によるものであります。

　純資産合計の減少は、前期及び当第１四半期の損失計上によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第1四半末における現金及び現金同等物の残高は136,464千円となり、前期末と比較して103,047千円の増加（前期

末比308.4%増）となりました。

　当第1四半期末における各キャッシュ・フローの内訳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）

　当第1四半期において、営業活動により得られた資金は131,731千円となりました。税引前第1四半期純損失の計上は

あったものの、売上債権、棚卸資産、その他流動資産の減少等による収入で賄ったものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において、投資活動の結果使用した資金は10,375千円となりました。主に、有形固定資産の取得による支出で

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において、財務活動の結果使用した資金は17,709千円となりました。主に、長短期借入金の返済による資金の

支出によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報
　【ITソリューション事業部】

　ＩＴソリューション事業部は、民間向け開発部門の抜本的な構造改革は7月末で終了いたしました。

　今後は、地方公共団体向けGISシステム開発に向けて、分野にて実績のある開発協力企業及び販売協力企業との提携

を密にし、技術力や営業力を加えた総合的を担保したまま機動力を高めていくことに注力してまいります。

　また、コンサルティング部門では、引き続き自社内の人材増強、育成によるサービス品質向上と同時に新規顧客開

拓を積極的に行い業容の拡大を目指します。

【ソリューションサービス事業部】

　ソリューションサービス事業部は、国や地方公共団体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心として行っ

てまいりました。しかし、予想以上に日本国内における情報インフラの整備が進み、国もe-Japan構想を大きくアプリ

ケーション重視の視点に機軸を移しています。しかし、大局では国の方針に間違いはないと考えていますが、情報イ

ンフラであるネットワークを有効に利用する具体的な方策を考え実行するステージに入ったとも考えております。

　当社は引き続き、コンサルティングサービス、設計、構築、運用保守まで情報に関するトータルサービスを提供し

てまいります。

今期は、多くの地方公共団体においてネットワークインフラの再構築、業務系システム再調達の時期となっておりま

す。

　今まで現場で蓄積したノウハウを最大限に生かすと共にシステムライフサイクルコスト低減可能な最新技術を導入

や顧客に対し情報化投資に関する全体最適を念頭に入れ、コンサル提案、新技術の設計への適用を行うことにより、

従来環境での導入、維持コストの削減が可能になると考えています。

　公共分野を中心に総合コンサルサービスを提供することにより、信頼の獲得を目指してまいります。

　新事業分野の展開としましては、ネットワークシステムの総合運用支援サービス、自治体の福祉、防災、広報向け

情報通信サービス分野への事業モデルを構築する計画です。

　インターネットの高速化、モバイル通信の広帯域化により、動画配信技術、関連端末製品などを利用したユビキタ
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ス高速ネットワーク環境がここ数年で構築されます。

　引き続き自社内の人材増強、育成によるサービス品質向上と同時に新規顧客開拓を積極的に行い業容の拡大を目指

します。

　現在のところ、通期の見通しに変更はありません。従いまして、平成21年4月期の業績予想につきましては、平成20

年6月30日に公表した平成20年4月期決算短信（非連結）に記載した予想数値から修正しておりません。

４．その他
（１）簡便な会計処理及び四半期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

　貸倒実績率等が前事業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場合に、前事業年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用する方法によっております。

②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、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、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当

該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

（２）四半期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

①会計処理基準に関する事項の変更

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。　

②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　当事業年度より「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。

なお、これによる業績に与える影響はありません。
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 137,864 33,416

受取手形 － 11,553

売掛金 337,162 583,346

商品 18,914 －

仕掛品 121,967 112,522

貯蔵品 735 735

前渡金 5,614 643

立替金 528 536

前払費用 21,676 2,335

仮払金 3,471 1,696

未収消費税等 350 6,146

仮払消費税等 16,493 －

未収還付法人税等 5,696 5,696

その他 977 718

貸倒引当金 △4,366 △7,702

流動資産合計 667,084 751,644

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,559 11,193

減価償却累計額 6,421 6,075

建物（純額） 7,138 5,118

車両運搬具 4,457 2,925

減価償却累計額 559 233

車両運搬具（純額） 3,897 2,691

工具、器具及び備品 159,616 153,452

減価償却累計額 91,585 86,132

工具、器具及び備品（純額） 68,031 67,319

有形固定資産合計 79,067 75,130

無形固定資産   

商標権 84 91

ソフトウエア 11,074 12,114

その他 435 435

無形固定資産合計 11,595 12,641

投資その他の資産   

投資有価証券 77,420 74,592

関係会社株式 14,900 14,900

出資金 50 50

長期貸付金 23,800 －



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

破産更生債権等 1,169 1,169

長期前払費用 5,192 5,471

長期差入保証金 123,365 123,365

貸倒引当金 △5,637 △6,537

投資その他の資産合計 240,260 237,711

固定資産合計 330,923 325,482

繰延資産   

株式交付費 87 116

社債発行費 2,743 3,176

繰延資産合計 2,830 3,292

資産合計 1,000,838 1,080,420

負債の部   

流動負債   

買掛金 90,508 103,314

短期借入金 30,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 39,036 36,986

未払金 2,514 38,368

未払費用 45,133 46,572

未払法人税等 3,385 5,908

前受金 1,538 1,501

預り金 4,924 577

仮受消費税等 20,090 －

賞与引当金 3,241 29,893

流動負債合計 240,372 303,121

固定負債   

社債 645,000 645,000

長期借入金 92,459 102,218

繰延税金負債 896 －

長期未払金 3,171 3,171

固定負債合計 741,527 750,389

負債合計 981,899 1,053,511



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 601,946 601,946

資本剰余金   

資本準備金 409,816 409,816

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △988,151 △978,860

株主資本合計 23,611 32,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,672 △5,993

評価・換算差額等合計 △4,672 △5,993

純資産合計 18,938 26,909

負債純資産合計 1,000,838 1,080,420



（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 401,807

売上原価 264,325

売上総利益 137,481

販売費及び一般管理費 147,865

営業利益 △10,383

営業外収益  

受取利息 244

受取配当金 17

雑収入 102

営業外収益合計 364

営業外費用  

支払利息 1,208

支払保証料 342

株式交付費償却 29

社債発行費償却 433

雑損失 1

営業外費用合計 2,014

経常利益 △12,033

特別利益  

賞与引当金戻入額 3,598

特別利益合計 3,598

税引前四半期純利益 △8,434

法人税、住民税及び事業税 476

過年度法人税等 380

四半期純利益 △9,291



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △8,434

減価償却費 7,171

株式交付費償却 29

社債発行費償却 433

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,235

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,652

受取利息及び受取配当金 △262

支払利息 1,208

売上債権の増減額（△は増加） 257,736

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,359

仕入債務の増減額（△は減少） △12,805

その他の流動資産の増減額（△は増加） △42,657

その他の負債の増減額（△は減少） △5,587

小計 137,585

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △1,208

法人税等の支払額 △4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,731

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 △800

有形固定資産の取得による支出 △9,864

役員に対する長期貸付金による減少額 900

投資有価証券の取得による支出 △610

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,375

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △10,000

長期借入金の返済による支出 △7,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,647

現金及び現金同等物の期首残高 32,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 136,464



 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

　当社は、前期において、営業損失505,853千円、当期純損失548,557千円という多額の損失を計上しております。

また、前期の営業活動によるキャッシュフローは、344,930千円のマイナスであり、2期連続のマイナスとなって

おり当第1四半期会計期間においても、営業損失10,383千円、四半期純損失9,291千円を計上しております。

　さらに、前々期において、転換社債の償還資金が十分に確保されていなかったため、その旨を継続企業の前提

に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の注記に記載しておりました。当該転換社債は償還されたものの、前期に

新たに発行した転換社債の残高は645,000千円であり、貸借対照表日現在の手元資金残高、キャッシュフローの状

況を踏まえれば、転換社債の償還資金が十分に確保されていない状況は継続しております。

　このような状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　前期の業績悪化は、ITソリューション事業における受注の減少ならびに前々期から継続していた大規模案件に

懸かる損失等によるものであります。そこで、当社では、当該状況を解消し、早期業績回復を目指すため、平成

20年6月17日に決定した当期の事業計画において、ITソリューション事業部の中心事業である民間事業部門の大幅

な縮小を行い、成長安定分野である公共事業部門での事業拡大へと事業構造の転換を推進する方針を定めました。

このような事業構造の転換による安定的な事業収益基盤の構築に努めることが、当期以降の業績回復に寄与する

ものと考えております。

　事業計画の見直しに加えて、販売管理費の抑制といったコストコントロールの強化による利益率の向上を検討

することで財務体質の改善を推し進める所存でございます。

　なお、事業運営の安定化および財務基盤の安定化をより確実に果たすため、提携先であり、かつ、転換社債の

引受先である国際航業株式会社から、当社の事業計画の実現および資金調達について、全面的な支援が得られる

ことになっております。

　また、当社は、平成20年8月18日付け取締役会決議に基づいて、日本アジアホールディングズ株式会社と、当社

を完全親会社とし日本アジアホールディングズ株式会社を完全子会社とする株式交換契約を締結しております。

日本アジアホールディングズ株式会社を完全子会社化することにより、当社経営基盤ならびに財務基盤の強化が

図られる見通しとなっております。

　従って、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。

（５）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年4月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 108,950

Ⅱ　売上原価 52,764

売上総利益 56,185

Ⅲ　販売費及び一般管理費 126,422

営業利益 △70,236

Ⅳ　営業外収益  

受取配当金 1

雑収入 6

営業外収益合計 7

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 2,739

支払保証料 51

株式交付費償却 29

営業外費用合計 2,819

経常利益 △73,049

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 －

Ⅶ　特別損失  

投資有価証券評価損　 －

　税引前四半期純利益 △73,049

　税金費用 0

　四半期純利益 △73,049



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年4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

 

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

△73,049

減価償却費 5,021

株式交付費償却 29

貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

△5,930

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

△10,992

受取利息及び受取配当
金

△1

支払利息 2,739

売上債権の増減額（△
は増加額）

455,409

たな卸資産の増加額 △154,446

仕入債務の増減額
（△は減少額）

△106,857

その他の流動資産の増
減額（△は増加額）

△8,625

その他の流動負債の増
減額（△は減少額）

2,185

小計 105,481

利息の支払額 △2,737

法人税等の支払額 △12,232

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

90,511

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

△600

有形固定資産の取得に
よる支出

△11,820

無形固定資産の取得に
よる支出

△2,640

役員に対する貸付金の
回収による収入

600

投資有価証券の取得に
よる支出

△599

保証金の払戻による収
入

164

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△14,896



前年同四半期
（平成20年4月期
第1四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の返済による支
出　

△100,000

長期借入金の返済による支
出　

△11,416

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△111,416

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△35,800

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

194,517

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

158,717
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