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  （訂正･数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期第 2四半期決算短信」 

の一部訂正に関するお知らせ  

 

当社が、本日（平成 20 年 10 月 30 日）に発表いたしました「平成 21 年 3 月期第 2四半期決

算短信」の別添資料を誤って添付しておりましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、業績数値についての変更はありません。また、訂正箇所には下線＿を付しております。 

 

記 

 
【訂正理由】 
   定性的情報以下の別添資料について、第 2 四半期決算短信の別添資料を添付するべき

ところを、第 1 四半期の別添資料を誤って添付いたしました。また、それに伴って、決

算短信のその他の注記の一部を訂正いたします。 
 
【訂正箇所】 
１． 決算短信（1 ページ目）の「４．その他」 
（訂正前） 

    （２）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 
      （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）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） 

            ① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有 
      ② ①以外の変更         ： 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。 

（訂正後） 
（２）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 

      （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） 

            ① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有 
      ② ①以外の変更         ： 有 
        （注）詳細は 5 ページ及び 6 ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他を 

ご覧ください。 
 
２． 定性的情報以下の別添資料の全ページ 
 （訂正前） 
    定性的情報以下の別添資料の全ページ（3 ページ目～11 ページ目） 
 
 （訂正後） 
    定性的情報以下の別添資料の全ページ（3 ページ目～14 ページ目） 

 
 
なお、訂正後の第 2 四半期決算短信を別添いたしましたのでご覧ください。 

 
以上 

 



平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ぱど 上場取引所 大 

コード番号 4833 URL http://www.pado.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 倉橋 泰

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 鈴木 博士 TEL 045-212-8150

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 未定

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）21年3月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、20年3月期第2四半期の潜 
   在株式は存在しておりますが1株あたり四半期純損失であるため記載しておりません。  

(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2四半期 4,681 ― 135 ― 127 ― 112 ―

20年3月期第2四半期 4,736 △0.2 △313 ― △309 ― △293 ―

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2四半期 2,050.93 ―

20年3月期第2四半期 △5,356.34 ―

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2四半期 3,127 713 22.5 12,799.96
20年3月期 3,058 603 19.3 10,755.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  702百万円 20年3月期  590百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,500 4.8 300 ― 300 ― 230 ― 4,189.74

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ページ及び６ページ【定性的情報・財務諸表】 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。 
  ・ 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業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。  

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2四半期  54,896株 20年3月期  54,896株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  54,896株 20年3月期第2四半期  54,800株



ファイル名:【サマリー】平成21年３月期_第２四半期決算短信(修正1028).doc  

 

 

 連結経営成績(会計期間) （平成20年７月１日～平成20年９月30日） 
(％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２四半期 2,422   ― 69 ― 63  ― 51 ―

20年３月期第２四半期 ― ― ― ― ―  ― ―  ―

 

 
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２四半期 941 36 ―    

20年３月期第２四半期 ―    ―    
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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２四半期連結会計期間における日本経済は、原材料高による企業収益の圧迫が続く中、米国

発の金融不安を背景とした海外経済の減速を受けて輸出が鈍化するなど、景気の後退懸念が一層強

まる状況となりました。 

 このような経営環境の中、当社は、前四半期に引き続き、適正原価の実現、業務の効率化などの

施策を実施して収益の確保に努めるとともに、インターネットメディアの再構築および紙メディア

とインターネットメディアのさらなる連動を実現する仕組みづくりを進めてまいりました。 

 メディア事業の新たな展開について振り返りますと、平成20年７月に、地域医療機関の情報誌

「ご近所ドクターＢＯＯＫ」（年刊誌）を西武池袋・東武東上線沿線にて発行し、８月には同誌の

東京東・千葉臨海版を発行いたしました。 

同じく７月には、飲食店情報に特化したウェブサイト「ぐるめぱど」の全国展開を開始いたしま

した。９月には、家庭配布の「ぱど」が創刊から1000号を迎え、紙とインターネットの融合を図る

新たな一歩として、地域情報ウェブサイト「ぱどナビ」上で、「ぱど」「ラーラぱど」などの紙メ

ディアの電子BOOK版（eBOOK）の公開を開始いたしました。 

 これらの事業展開を行った結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は、2,422,266千円

（対前年同期比2.8％増）となりました。利益面におきましては、営業利益69,564千円（前年同期は

営業損失93,365千円）、経常利益63,467千円（前年同期は経常損失90,852千円）、四半期純利益

51,676千円（前年同期は四半期純損失91,261千円）となり、原価および経費に対する施策が大きく

寄与する形となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高4,681,767千円（対前年同期比

1.2％減）、営業利益135,515千円（前年同期は営業損失313,393千円）、経常利益127,062千円（前

年同期は経常損失309,797千円）、四半期純利益112,587千円（前年同期は四半期純損失293,018千

円）となっております。 

 

 なお、当第２四半期連結会計期間末における、当社の主要発行媒体である「ぱど」の発行地域は、

自社直営で97地域（5,373千部）、当社フランチャイジーによる発行を含めると、全国で185地域

（10,102千部）となりました。 

 

※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。

したがいまして、当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前年同期の中間連結損益

計算書とでは作成基準が異なるため、対前年同期比及び前年同期の金額につきましては参考値と

して掲載しております。 

 

※第１四半期連結会計期間における、連結経営成績に関する定性的情報につきましては、平成21年

３月期 第１四半期決算短信（平成20年７月30日開示）をご参照下さい。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.9%増加し、2,539,221千円となりました。これは、主と

して現金及び預金が99,247千円、前払費用が5,534千円それぞれ増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.3%減少し、588,530千円となりました。これは、主とし

て建物及び土地が19,266千円、投資有価証券が12,864千円それぞれ減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.3%増加し、3,127,752千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.9%減少し、2,401,956千円となりました。これは、主と

して短期借入金及び一年内返済予定長期借入金が63,496千円、未払金が8,862千円それぞれ減少し、

未払費用が13,339千円、前受金が8,164千円それぞれ増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて100.6%増加し、11,933千円となりました。これは、主と

して預り保証金が4,101千円、長期リース債務が3,665千円それぞれ増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.7%減少し、2,413,890千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて18.3%増加し、713,862千円となりました。これは、主

として利益剰余金が112,587千円増加したことなどによります。 

 

 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は、平成20年10月29日に発表の「平成21年３月期第２四半期累計

期間業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」に記載の通り、売上は予想を若干下回ったも

のの、利益面におきまして前回発表時の予想を上回る数値となりました。しかし、平成21年３月期通

期の業績予想につきましては、日本経済や当社を取り巻く環境の先行きが不透明であることから、現

時点で前回発表時からの変更はございません。 

また、上記の予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として

おります。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

 

②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚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。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

③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。 

 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、前連結会計年度末において使用した

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。 
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 (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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 当該変更による損益に与える影響はありません。 

 

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19

年３月30日 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

基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 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に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に4,592千円計上され

ておりますが、当該変更による損益に与える影響は軽微です。   
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,165,816 1,066,568

  受取手形及び売掛金 1,083,238 1,083,901

  有価証券 217,494 217,037

  仕掛品 11,429 11,677

  その他 82,480 86,627

  貸倒引当金 △21,237 △22,325

  流動資産合計 2,539,221 2,443,487

 固定資産 

  有形固定資産 51,275 68,758

  無形固定資産 152,486 149,174

  投資その他の資産 384,768 397,204

  固定資産合計 588,530 615,137

 資産合計 3,127,752 3,058,625

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,524,749 1,522,927

  短期借入金 412,289 475,785

  未払法人税等 20,382 21,900

  その他 444,534 428,581

  流動負債合計 2,401,956 2,449,194

 固定負債 

  負ののれん 3,089 4,628

  その他 8,844 1,320

  固定負債合計 11,933 5,948

 負債合計 2,413,890 2,455,143

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 526,535 526,535

  資本剰余金 311,033 311,033

  利益剰余金 △136,519 △249,107

  株主資本合計 701,049 588,461

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 1,617 1,980

  評価・換算差額等合計 1,617 1,980

 少数株主持分 11,195 13,040

 純資産合計 713,862 603,482

負債純資産合計 3,127,752 3,058,625
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 (2) 【四半期連結損益計算書】 

 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,681,767

売上原価 2,673,385

売上総利益 2,008,381

販売費及び一般管理費 1,872,865

営業利益 135,515

営業外収益 

 受取利息 770

 受取配当金 242

 負ののれん償却額 439

 受取手数料 432

 違約金収入 1,778

 その他 665

 営業外収益合計 4,329

営業外費用 

 支払利息 3,333

 持分法による投資損失 9,448

 営業外費用合計 12,782

経常利益 127,062

特別利益 

 固定資産売却益 611

 特別利益合計 611

特別損失 

 投資有価証券評価損 2,811

 特別損失合計 2,811

税金等調整前四半期純利益 124,862

法人税、住民税及び事業税 14,137

法人税等調整額 △17

法人税等合計 14,119

少数株主損失(△) △1,845

四半期純利益 112,587
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 【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円) 

 
当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,422,266

売上原価 1,423,070

売上総利益 999,196

販売費及び一般管理費 929,632

営業利益 69,564

営業外収益 

 受取利息 485

 負ののれん償却額 201

 受取手数料 216

 違約金収入 816

 その他 309

 営業外収益合計 2,030

営業外費用 

 支払利息 1,638

 持分法による投資損失 6,487

 営業外費用合計 8,126

経常利益 63,467

特別利益 

 固定資産売却益 611

 特別利益合計 611

税金等調整前四半期純利益 64,078

法人税、住民税及び事業税 12,777

法人税等調整額 6

法人税等合計 12,783

少数株主損失(△) △382

四半期純利益 51,676
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 124,862

 減価償却費及びその他の償却費 31,892

 負ののれん償却額 △439

 持分法による投資損益(△は益) 9,448

 投資有価証券評価損益(△は益) 2,811

 有形固定資産除売却損益(△は益) △611

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 12,419

 受取利息及び受取配当金 △1,012

 支払利息 3,333

 売上債権の増減額(△は増加) 8,827

 たな卸資産の増減額(△は増加) 3,499

 仕入債務の増減額(△は減少) 1,821

 未払費用の増減額(△は減少) 13,339

 その他の流動資産の増減額(△は増加) 65

 未払消費税等の増減額(△は減少) 1,608

 その他の固定資産の増減額(△は増加) △12,739

 その他の流動負債の増減額(△は減少) △7,610

  小計 191,515

 利息及び配当金の受取額 1,012

 利息の支払額 △3,243

 法人税等の支払額 △16,843

 法人税等の還付額 924

 営業活動によるキャッシュ・フロー 173,365

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 △3,000

 有価証券の取得による支出 △456

 有形固定資産の取得による支出 △346

 無形固定資産の取得による支出 △25,740

 有形固定資産の売却による収入 17,510

 その他 △1,195

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,228

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) △55,000

 長期借入金の返済による支出 △8,496

 その他 △393

 財務活動によるキャッシュ・フロー △63,889

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 96,247

現金及び現金同等物の期首残高 1,057,563

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,153,811
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

 該当事項はありません。 

 

 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

 該当事項はありません。 
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【参考】 

前中間連結損益計算書 

(単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額 百分比 

  ％ 

Ⅰ 売上高 4,736,514 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,815,934 59.5 

売上総利益 1,920,580 40.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,233,974 47.1 

営業損失 313,393 △6.6 

Ⅳ 営業外収益 8,050 0.2 

１ 受取利息 1,427  

２ 受取配当金 262  

３ 受取手数料収入 485  

４ 負ののれん償却 476  

５ 保険解約返戻金 4,458  

６ 持分法による投資利益 56  

７ その他 883  

Ⅴ 営業外費用 4,454 0.1 

１ 支払利息 3,572  

２ 創立費償却 872  

３ その他 9  

経常損失 309,797 △6.5 

Ⅵ 特別損失 4,828 0.1 

１ 固定資産除却損 379  

２ 投資有価証券評価損 4,449  

税金等調整前中間(当期)純損失 314,626 △6.6 

法人税、住民税及び事業税 5,530 0.1 

法人税等調整額 6 0.0 

少数株主損失 27,144 0.5 

中間(当期)純損失 293,018 △6.2 
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間純損失(△) △314,626 

２ 減価償却費 32,628 

３ 商標権償却 371 

４ 負ののれん償却 △476 

５ 持分法による投資損益 △56 

６ 保険解約返戻金 △4,458 

７ 投資有価証券評価損 4,449 

８ 固定資産除却損 379 

９ 貸倒引当金の増減額 14,523 

10 受取利息及び受取配当金 △1,689 

11 支払利息 3,572 

12 創立費償却 872 

13 売上債権の増減額 355,520 

14 たな卸資産の増減額 △4,524 

15 仕入債務の増減額 △149,283 

16 その他の流動資産増減額 14,221 

17 未払消費税等の増減額 △12,160 

18 その他の固定資産増減額 △9,307 

19 その他の流動負債増減額 △52,563 

小計 △122,606 

20 利息及び配当金の受取額 1,689 

21 利息の支払額 △3,537 

22 法人税等の支払額 △14,710 

23 法人税等の還付額 32,774 

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,389 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出 △3,100 

２ 定期預金の払出しによる収入 68,160 

３ 有価証券の取得による支出 △427 

４ 有形固定資産の取得による支出 △7,591 

５ 無形固定資産の取得による支出 △44,124 

６ 敷金保証金の差入れによる支出 △15,558 

７ 敷金保証金の回収による収入 1,259 

８ 創立費の支払による支出 △872 

９ 貸付金の回収による収入 2,400 

10 保険解約による収入  13,334 

11 その他 △2,153 

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,328 
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(単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増加額 197,001 

２ 長期借入金の返済による支出 △8,496 

３ 新株予約権の行使による収入 6,339 

４ 配当金の支払額 △36 

５ 少数株主からの払込みによる収入 27,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,807 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 126,746 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 844,653 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 971,400 

  

 
 


	081030修正.pdf
	平成２０年３月期第２Ｑ修正サマリー.pdf
	サマリー.pdf
	サマリー追加.pdf

	【添付】平成21年３月期_第２四半期決算短信_定性的情報 .pdf

