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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） 

   

(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 62,973 ― 1,086 ― 1,147 ― 456 ―

20年3月期第2四半期 68,582 12.3 3,042 11.1 3,479 △0.7 1,859 △16.5

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 7.45 ―

20年3月期第2四半期 30.36 ―

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 144,150 82,742 54.9 1,292.80
20年3月期 150,060 84,046 53.6 1,314.00

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  79,181百万円 20年3月期  80,482百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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  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

通期 125,000 △9.7 1,300 △72.8 1,200 △76.5 △1,200 △641.4 △19.59

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 
１．平成21年３月期の連結業績予想につきまして、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平成20年11月７
日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当期連結会計年度より「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2四半期  63,060,164株 20年3月期  63,060,164株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,812,386株 20年3月期  1,810,362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  61,249,004株 20年3月期第2四半期  61,251,374株
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当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発
した世界経済の急激な減速により、消費の停滞や設備投資の減少等、企業の収益悪化がより鮮明になりつ
つあり、先行きへの不透明感は一層高まっております。 
 電子部品業界におきましては、薄型テレビをはじめとしたデジタル家電の伸び悩みや、携帯電話の販売
不振、自動車関連機器の世界的な生産調整等、需要環境は全般にわたり大変厳しい状況に直面しておりま
す。 
 このような状況下において、当社グループは受注確保に向けて積極的な営業活動を推進してまいりまし
たが、主要顧客であるデジタル家電メーカーおよび自動車関連メーカーの生産調整の影響が想定以上に厳
しかったことに加え、為替が急速に円高に進行したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は
629億７千３百万円（前年同期比8.2％減）となりました。 
 所在地別にみますと、日本国内は436億１千９百万円（前年同期比7.6％減）、中国地域は122億６千８
百万円（前年同期比11.2％減）、東南アジア地域は53億６千３百万円（前年同期比0.4％増）、欧米地域
は17億２千１百万円（前年同期比22.3％減）となりました。 
 利益面につきましては、徹底的なコスト削減を実施し、収益確保に努めてまいりましたが、前述のよう
な世界的な規模での売上高の減少に加え、特に操業開始間もないタイ工場がこの影響を受けて本格的なフ
ル稼働が予定より大幅に遅れ、これが収益を大きく圧迫した結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益
は10億８千６百万円（前年同期比64.3％減）と苦戦を余儀なくされました。 
 所在地別にみますと、日本国内は21億５千７百万円（前年同期比3.3％減）、中国地域は８億５百万円
（前年同期比38.6％減）、東南アジア地域は18億９千６百万円の営業損失（前年同期は４億７千６百万円
の営業損失）、欧米地域は２億５千１百万円（前年同期比4.6％減）となりました。 
 以上の結果、経常利益は11億４千７百万円（前年同期比67.0％減）、四半期純利益は４億５千６百万円
（前年同期比75.5％減）となりました。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、685億５千９百万円となりました。これは、現金
及び預金が11億４千１百万円増加し、受取手形及び売掛金が30億７千４百万円減少したことなどによるも
のであります。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、755億５千１百万円となりました。これは、有形
固定資産が24億８百万円、投資有価証券が７億８千２百万円減少したことなどによるものであります。  
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、1,441億５千万円となりました。  
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.6％増加し、403億７百万円となりました。これは、支払手形
及び買掛金が37億３千７百万円減少し、短期借入金が42億８千７百万円増加したことなどによるものであ
ります。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて19.9％減少し、211億円となりました。これは、長期借入金が
55億８千７百万円減少したことなどによるものであります。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.0％減少し、614億８百万円となりました。  
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、827億４千２百万円となりました。これは主と
して、為替換算調整勘定が11億２千７百万円減少したことなどによるものであります。 

  

当第２四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、前連結会計年度
末に比べ11億４千１百万円増加し、173億９千７百万円となりました。  
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動の結果、得られた資金は59億２千６百万円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費45億
２千９百万円、売上債権の減少額22億８千８百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額28億９
千３百万円であります。  
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動の結果、使用した資金は56億８千４百万円となりました。これは、主に国内における高付加価
値製品製造設備並びにタイ王国の現地法人へ設備投資を行ったことによるものであります。  
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動の結果、得られた資金は10億３千１百万円となりました。これは、主に短期借入による収入49
億４千９百万円、長期借入金の返済による支出33億１千６百万円によるものであります。 

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

２. 連結財政状態に関する定性的情報
（1） 当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）の四半期連結貸借対照表の状況

（2） 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）の四半期連結 
  キャッシュ・フロー計算書の状況
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当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想
を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年11月７日）公表の「通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

該当事項はありません。 
  

当第２四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。 

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。 
  

税金費用については、当第２四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す
る方法を採用しております。 

  

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）を当第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. 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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日
企業会計基準第９号）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。 
 この適用による損益への影響はありません。 

  
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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 
 この適用による利益剰余金及び損益への影響は軽微であります。 

  
４. 「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
取引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の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する
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開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取得
価額として取得したものとしてリース資産の計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が固定資産に548百万円計上され、損益
への影響はありません。 

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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. 簡便な会計処理
 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 ２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
 ①税金費用の計算  

（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
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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：百万円） 

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 17,414 16,273 

受取手形及び売掛金 37,543 40,617 

有価証券 89 124 

商品及び製品 4,816 5,200 

仕掛品 4,489 4,511 

原材料及び貯蔵品 2,502 2,684 

その他 1,717 1,954 

貸倒引当金 △14 △34 

流動資産合計 68,559 71,332 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 25,322 27,473 

機械装置及び運搬具（純額） 24,849 26,009 

土地 11,453 11,529 

建設仮勘定 1,267 487 

その他（純額） 1,137 938 

有形固定資産合計 64,030 66,438 

無形固定資産 

のれん 730 791 

その他 682 833 

無形固定資産合計 1,413 1,624 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,036 7,818 

その他 3,112 2,843 

貸倒引当金 △40 △40 

投資その他の資産合計 10,107 10,621 

固定資産合計 75,551 78,684 

繰延資産 

社債発行費 38 43 

繰延資産合計 38 43 

資産合計 144,150 150,060 
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（単位：百万円） 

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） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 15,374 19,112 

短期借入金 11,366 7,079 

未払法人税等 500 543 

賞与引当金 1,068 787 

役員賞与引当金 39 90 

受注損失引当金 115 111 

事業構造再編費用引当金 291 291 

その他 11,550 11,653 

流動負債合計 40,307 39,669 

固定負債 

社債 5,500 5,500 

長期借入金 14,160 19,748 

退職給付引当金 707 672 

役員退職慰労引当金 212 210 

その他 519 213 

固定負債合計 21,100 26,344 

負債合計 61,408 66,014 

純資産の部 

株主資本 

資本金 22,306 22,306 

資本剰余金 22,063 22,063 

利益剰余金 36,312 36,211 

自己株式 △2,621 △2,620 

株主資本合計 78,060 77,961 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 498 770 

繰延ヘッジ損益 △1 △1 

為替換算調整勘定 624 1,751 

評価・換算差額等合計 1,121 2,521 

少数株主持分 3,560 3,563 

純資産合計 82,742 84,046 

負債純資産合計 144,150 150,060 
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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：百万円） 

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 62,973 

売上原価 56,438 

売上総利益 6,534 

販売費及び一般管理費 

従業員給料及び賞与 1,468 

役員退職慰労引当金繰入額 23 

賞与引当金繰入額 215 

退職給付引当金繰入額 55 

役員賞与引当金繰入額 12 

その他 3,673 

販売費及び一般管理費合計 5,448 

営業利益 1,086 

営業外収益 

受取利息 61 

受取配当金 58 

有価証券売却益 18 

持分法による投資利益 51 

その他 530 

営業外収益合計 721 

営業外費用 

支払利息 477 

その他 181 

営業外費用合計 659 

経常利益 1,147 

特別利益 

固定資産売却益 5 

投資有価証券売却益 5 

その他 6 

特別利益合計 17 

特別損失 

固定資産売却損 67 

固定資産除却損 100 

投資有価証券評価損 159 

特別損失合計 327 

税金等調整前四半期純利益 837 

法人税、住民税及び事業税 330 

法人税等調整額 △1 

法人税等合計 328 

少数株主利益 53 

四半期純利益 456 
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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 837 

減価償却費 4,529 

受取利息及び受取配当金 △120 

支払利息 477 

為替差損益（△は益） △322 

持分法による投資損益（△は益） △51 

有形固定資産売却損益（△は益） 61 

有形固定資産除却損 79 

投資有価証券評価損益（△は益） 159 

売上債権の増減額（△は増加） 2,288 

たな卸資産の増減額（△は増加） 328 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,893 

賞与引当金の増減額（△は減少） 281 

その他 849 

小計 6,504 

利息及び配当金の受取額 117 

利息の支払額 △419 

法人税等の支払額 △275 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,926 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の売却による収入 62 

有形固定資産の取得による支出 △5,627 

有形固定資産の売却による収入 34 

無形固定資産の取得による支出 △42 

投資有価証券の取得による支出 △9 

その他 △101 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,684 

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 4,949 

短期借入金の返済による支出 △314 

長期借入金の返済による支出 △3,316 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △237 

債権売却の増減額（△は減少） 425 

自己株式の取得による支出 △1 

自己株式の売却による収入 0 

配当金の支払額 △306 

少数株主への配当金の支払額 △167 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,031 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △132 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,141 

現金及び現金同等物の期首残高 16,255 

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,397 
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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。 

  

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。 

  

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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合が、いず

れも90％を超えるため、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。 

  

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） 
  

 
（注） １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 ① 中国……………中国、香港 

 ② 東南アジア……シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

 ③ 欧米……………ベルギー、アメリカ 
  

  
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） 

 
（注） １ 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。 

 ２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ３ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 ① 中国……………中国、香港 

 ② 東南アジア……シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ 

 ③ ヨーロッパ……ハンガリー、チェコ、スペイン 

 ④ その他の地域…アメリカ 

  

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。 

（4） 継続企業の前提に関する注記

（5） セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
（百万円）

中国
（百万円）

東南アジア
（百万円）

欧米
（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

43,619 12,268 5,363 1,721 62,973 ― 62,973

（2）セグメント間の内部
 売上高又は振替高

1,222 5,831 845 ― 7,899 (7,899) ―

計 44,842 18,100 6,209 1,721 70,873 (7,899) 62,973

営業利益又は営業損失（△） 2,157 805 △1,896 251 1,318 (232) 1,086

【海外売上高】

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,952 6,125 1,785 2,146 22,009

Ⅱ 連結売上高（百万円） 62,973

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

19.0 9.7 2.9 3.4 35.0

（6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

（1） 前中間連結損益計算書 

「参考資料」

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（百万円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 68,582 100.0

Ⅱ 売上原価 60,006 87.5

   売上総利益 8,575 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,533 8.1

   営業利益 3,042 4.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 54

 ２ 受取配当金 74

 ３ 持分法による投資利益 332

 ４ その他 543 1,005 1.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 330

 ２ たな卸資産評価損 29

 ３ その他 208 568 0.8

   経常利益 3,479 5.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 62

 ２ 投資有価証券売却益 163

 ３ その他 4 230 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 25

 ２ 固定資産売却損 0

 ３ 固定資産除却損 53

 ４ 投資有価証券評価損 28

 ５ 事業構造再編費用 1,312 1,420 2.1

   税金等調整前中間純利益 2,288 3.3

   法人税、住民税及び事業税 1,263

   法人税等調整額 △178 1,084 1.6

   少数株主損失（△） △655 △1.0

   中間純利益 1,859 2.7
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（2） 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

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（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 2,288

   減価償却費 3,436

   事業構造再編費用 1,312

   賞与引当金の増減額（△は減少額） 266

   役員退職引当金の増減額（△は減少額） △7

   役員賞与引当金の増減額（△は減少額） △15

   貸倒引当金の増減額（△は減少額） 19

   受取利息及び受取配当金 △128

   支払利息 330

   為替差損益（△は益） △200

   持分法による投資利益 △332

   投資有価証券売却益 △163

   固定資産売却損益（△は益） △62

   固定資産除却損 43

   売上債権の増減額（△は増加額） △1,165

   たな卸資産の増減額（△は増加額） △1,280

   仕入債務の増減額（△は減少額） △99

   その他 1,100

   小計 5,343

   利息及び配当金の受取額 427

   利息の支払額 △345

   法人税等の支払額 △648

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,776

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 △9,896

   有形固定資産の売却による収入 176

   無形固定資産の取得による支出 △101

   投資有価証券の取得による支出 △9

   投資有価証券の売却による収入 1,167

   貸付金の回収による収入 1

   子会社株式（出資金）の支払いによる支出 △11

   その他 391

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,281

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額（△は減少額） 7,890

   債権売却の増減額（△は減少額） 1,701

   長期借入金の返済による支出 △1,909

   ファイナンス・リース債務の増減額（△は減少額） △57

   自己株式取得による支出 △1

   配当金の支払額 △306

   少数株主への配当金の支払額 △179

   その他 0

 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,137

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 399

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 4,032

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,468

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 13,501
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