
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ユニオンホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7736 URL http://www.union.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 横濱 豊行
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 山島 利彦 TEL 03-5759-1161

四半期報告書提出予定日 平成20年11月10日

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 2,374 ― △426 ― △444 ― △1,437 ―
20年3月期第2四半期 2,346 △58.0 △593 ― △1,403 ― △6,237 ―

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 △14.73 ―
20年3月期第2四半期 △128.37 ―

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 5,557 2,227 39.9 22.74
20年3月期 7,493 3,601 44.5 34.19

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  2,219百万円 20年3月期  3,337百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 4,700 △12.9 △580 ― △600 ― △1,600 ― △16.39

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  

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） 

詳細は、３ぺージ【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．当会計年度より「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、「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附
則第７条第１項第５号但書により、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
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、上記予想と異なる場合があります。  

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3月期第2四半期 97,615,022株 20年3月期 97,615,022株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 888株 20年3月期 888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 97,614,134株 20年3月期第2四半期 48,586,551株
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当第２四半期会計期間における国内経済につきましては、サブプライムローン問題に端を発すると言わ
れる世界的な金融市場の不安定要素や、原油高を一因とする原材料の高騰などの影響により、世界経済の
先行きは非常に不安定なものとなっており、日本経済におきましても株式市場の低迷や国内の景気の停滞
により、あわせて個人消費も低調に推移するなど、不透明感がさらに深まっている状況となっておりま
す。 
 このような状況下、当社グループにおきましては、昨年まで行ってきた金融グループの拡大を方向転換
し、先行不透明である金融事業をリスク回避の観点から縮小させ、当第２四半期には金融関連のグループ
会社であった株式会社ＵＳＳひまわりグループの株式を売却して持分法適用関連会社から除外することと
なりました。 
 従来の子会社が行っている精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業の事業面での改善に注
力することは継続して行っており、ある程度、改善されてきております。投資事業においては、第１四半
期から継続して、株式市場を中心とする投資環境の推移を見ながら慎重に事業を選定している状況となっ
ております。 
 この結果、連結においての売上高2,374百万円、営業損失426百万円、経常損失は444百万円、四半期純
損失は1,437百万円となりました。 
 ①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
 精密光学機器事業においては、主力製品である光学測定機器が設備投資抑制の影響を受け、売上が低
下し、前年同期比14.0％減の344百万円となりました。 
機器販売事業においては、新製品である磁気メディア製品の売上の増加により11.6％増の434百万円と
なりました。 
プリント基板事業においては、前会計年度から取引先の見直しを行った結果、売上が増加し前年同期比
22.0％増の1,595百万円となりました。 
 ②所在地セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
 日本において当第２四半期、主に投資事業をほとんど行っていなかったことから、前年同期比25.0％
減の778百万円となりました。 
アジアにおいては、前期に取引先の見直し等を行ったことにより、前年同期比22.0％増の1,595百万円
となりました。 
  

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,935百
万円減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ561百万円減少し、3,330百万円となりまし
た。純資産は、前連結会計年度末に比べ1,374百万円減少し、2,227百万円となりました。 
 資産の主な減少要因といたしましては、投資有価証券の売却や投資有価証券の評価損等があげられま
す。 
②キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ28百万円減少し、36百
万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは97百万円の増加（前年同期は740百万円の減少）となりまし
た。これは主に税金等調整前四半期純損失1,676百万円の計上、貸倒引当金の増加額1,078百万円、未収
入金の減少824百万円などによるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは143百万円の増加（前年同期は1,287百万円の減少）となりまし
た。これは主に、貸付金の回収による増加691百万円などによるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは271百万円の減少（前年同期は1,600百万円の増加）となりまし
た。これは、主に、短期借入金の返済による支出246百万円によるものであります。 

  
  

現時点におきまして前回公表時（平成20年10月31日）の業績予想に変更はありません。 
  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

                    

ユニオンホールディングス㈱（7736）　平成21年３月期　第2四半期決算短信

2



該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理 
①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出に関しては、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出する方法によっております。 
②固定資産の減価償却方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を按分して算定 
 する方法によっております。 

  

  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。なお、四半期連結財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７
日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号但し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づ
いて作成しております。 

 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。 

 ② 当第１四半期会計期間より「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）を適用し、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。 
 なお、この処理による影響は軽微であります。 

  

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

(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：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 38,449 67,411 

受取手形及び売掛金 1,133,056 1,212,595 

営業投資有価証券 0 122,300 

商品 28,427 8,080 

製品 292,640 268,291 

原材料 200,709 187,808 

仕掛品 240,717 169,862 

短期貸付金 541,920 1,251,920 

未収入金 1,590,931 970,481 

その他 40,671 84,566 

貸倒引当金 △584,725 △117,641 

流動資産合計 3,522,797 4,225,674 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 475,966 531,877 

土地 626,426 634,062 

その他（純額） 258,352 289,795 

有形固定資産合計 1,360,746 1,455,735

無形固定資産 7,203 9,474 

投資その他の資産 

長期未収入金 450,000 0 

固定化営業債権 1,297,373 2,229,766 

その他 267,352 2,178,504 

貸倒引当金 △1,364,901 △2,629,766 

投資その他の資産合計 649,823 1,778,504 

固定資産合計 2,017,773 3,243,713 

繰延資産 16,817 23,898 

資産合計 5,557,388 7,493,286 
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（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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 875,072 699,884 

短期借入金 1,336,278 919,475 

1年内返済予定の長期借入金 0 563,651 

引当金 0 7,171 

その他 493,612 768,607 

流動負債合計 2,704,964 2,958,789 

固定負債 

引当金 235,645 236,103 

その他 389,454 696,646 

固定負債合計 625,100 932,750 

負債合計 3,330,064 3,891,540 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,477,874 12,820,606 

資本剰余金 － 1,943,757 

利益剰余金 △3,113,895 △11,321,574 

自己株式 △903 △903 

株主資本合計 2,363,074 3,441,885 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,434 △2,008 

為替換算調整勘定 △149,079 △102,875 

評価・換算差額等合計 △143,645 △104,883 

新株予約権 7,894 21,642 

少数株主持分 0 243,102 

純資産合計 2,227,323 3,601,746 

負債純資産合計 5,557,388 7,493,286 
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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 2,374,077 

売上原価 2,026,184 

売上総利益 347,892 

販売費及び一般管理費 774,730 

営業損失（△） △426,837 

営業外収益 

受取利息 30,075 

受取配当金 166 

その他 69,472 

営業外収益合計 99,714 

営業外費用 

支払利息 47,026 

持分法による投資損失 17,226 

為替差損 21,028 

その他 32,409 

営業外費用合計 117,690 

経常損失（△） △444,813 

特別利益 

新株予約権戻入益 20,106 

関係会社株式売却益 95,639 

その他 3,916 

特別利益合計 119,662 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 981,129 

固定資産除却損 20,367 

減損損失 99,171 

投資有価証券売却損 0 

投資有価証券評価損 249,784 

その他 1,270 

特別損失合計 1,351,723 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,676,874 

法人税、住民税及び事業税 3,666 

法人税等合計 3,666 

少数株主利益 △242,687 

四半期純損失（△） △1,437,853 
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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損失（△） △1,676,874

減価償却費 89,786

投資有価証券売却損益（△は益） 938

投資有価証券評価損益（△は益） 249,784

関係会社株式売却損益（△は益） △95,639

為替差損益（△は益） 13,299

その他の収入 △20,106

減損損失 99,171

負ののれん償却額 △9,191

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,078,397

受取利息及び受取配当金 △30,242

支払利息 47,026

持分法による投資損益（△は益） 17,226

有形固定資産売却損益（△は益） △313

売上債権の増減額（△は増加） 125,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,174

未収入金の増減額（△は増加） 824,931

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △122,300

仕入債務の増減額（△は減少） 135,057

未払金の増減額（△は減少） △300,989

立替金の増減額（△は増加） △3,465

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,179

賞与引当金の増減額（△は減少） 201

預り金の増減額（△は減少） 22,574

固定資産除却損 20,367

その他の資産・負債の増減額 △229,589

小計 129,416

利息及び配当金の受取額 19,521

利息の支払額 △47,026

法人税等の支払額 △4,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,793

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 △40,070

有形固定資産の売却による収入 3,140

投資有価証券の取得による支出 △24,750

投資有価証券の売却による収入 327,050

貸付けによる支出 △872,000

貸付金の回収による収入 691,760

敷金の差入による支出 △6,093

敷金の回収による収入 64,783

その他 △318

投資活動によるキャッシュ・フロー 143,502

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 △246,366

長期借入金の返済による支出 △28,392

その他 3,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,961

現金及び現金同等物の期首残高 65,561

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,599
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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） 
当社グループは前連結会計年度に2,206百万円の経常損失及び7,143百万円の特別損失を計上したことに
より、9,137百万円の税金等調整前当期純損失を計上するに至りました。 
また、当第２四半期連結累計期間において営業損失426百万円を計上し、特別損失が1,351百万円発生し
たことから、1,676百万円の税金等調整前四半期純損失を計上することとなりました。 
当該状況により継続企業の前提において疑義を抱かせる状況が存在しております。 
 前年度は、当該状況を解消すべく、有利子負債の早期解消及び成長戦略のための資金を調達するた
め、資本増強等を行うことにより財務基盤の強化、金融サービス事業の増強を行ってまいりましたが、
前年度下半期から、サブプライム問題に端を発する株式市場の低迷や原油価格の急激な高騰を受け、投
資環境は急変し、当社で営んでいる投資事業の見直しと当社保有の金融グループ事業の再編を余儀なく
され、金融市場の状況や取引先の状況、リスク管理の厳格化等を考慮したうえで、グループ再編成に係
る特別損失やリスクヘッジの観点等から投資資産・債権等の評価を行ない、多額の特別損失を計上する
に至りました。しかしながら、当第２四半期において、株式市場や金融市場等の悪化はさらに急速に加
速することとなり、事業環境や投資環境の状況から固定資産や債権の再評価を行う必要が生じ、1,351
百万円の特別損失を計上することとなりました。 
 当該事象を解消すべく、前期から行っている事業・投資方針の変更を引き続き行い、コンパクトで運
用効率の高いグループ形成を促進し、企業価値の増大化を図りながら、リスクの低い企業グループを目
指して行きたいと考えております。 
 
 このため、精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業においては、前年度まで行った構造
改革のための事業再構築や、一部業務の縮小・利益効率を向上させるための取引先の見直し等を行って
まいりましたが、これらの成果により、徐々に業績回復の兆しが見えてきております。また、投資事業
におきましては、当連結会計年度開始時点での金融市場の状況や投資環境・取引先の状況から、当第２
四半期会計期間の投資環境をさらに保守的に捉え、投資の回収に力を入れてまいりました。新規投資に
つきましては、金融市況等の投資環境を見定めながらポートフォリオを構築し、投資効率を十分に精査
し、実行していく予定であります。これらの取り組みを続けることにより、かかる疑義は解消できるも
のと考えております。 
 
 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半
期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品及び事業内容 

 (1) 精密光学機器事業 ・・・ 顕微鏡、測定機、特殊機器、ＯＥＭ光学機器 

 (2) 機器販売事業 ・・・・・ 磁気メディア、ＰＣ周辺機器、特殊用途の記憶装置 

 (3) プリント基板事業 ・・・ プリント基板（ＴＦＴ液晶用、ＰＣ周辺機器用） 

 (4) 投資事業 ・・・・・・・ 有価証券の売買 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア ・・・ 台湾 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア ・・・・・・ 大韓民国、台湾、マレーシア、シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

 (2) その他の地域 ・・・ オセアニア、北米、欧州、中南米 

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。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

精密光学 
機器事業 
(千円)

機器販売
事業 
(千円)

プリント
基板事業 
(千円)

投資事業 
(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

344,044 434,142 1,595,857 32 2,374,077 ─ 2,374,077

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 344,044 434,142 1,595,857 32 2,374,077 ─ 2,374,077

営業利益又は営業損失
(△）

△150,893 41,349 △31,003 △54,344 △194,891 △231,945 △426,837

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(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

778,219 1,595,857 2,374,077 ─ 2,374,077

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 778,219 1,595,857 2,374,044 ─ 2,374,077

営業損失 163,888 31,003 194,891 231,945 426,837

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,651,090 29,039 1,680,129

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,374,077

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

69.5 1.2 70.7
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平成20年5月23日開催の取締役会において、平成20年６月27日開催の第81回定時株主総会で資本金及
び資本準備金の額の減少について決議いたしました。 
①資本金及び資本準備金の額の減少 
 資本の欠損補填のため、会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の取り崩しを行い、また、
会社法第447条第１項の規定に基づき資本金を減少し、未処理損失を解消し、今後の財政体質の強化を
図ることを目的とします。 
②減少した資本金及び資本準備金の額 
 減少した資本金の額    7,342,731,986円 
 減少した資本準備金の額  1,943,757,350円 
③資本金及び資本準備金の減額の方法 
 発行済株式総数の数を変更せず、資本金、資本準備金の額のみを減少しました。 
④日程 
 資本準備金の額の減少の効力発生日  平成20年６月27日 
 債権者異議申述最終期日       平成20年８月７日 
 資本金の額の減少の効力発生日    平成20年８月７日 
※平成20年6月27日開催の取締役会において、資本金の額の減少に関する日程の確定・承認がおこなわ
れております。 
  

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

 (1) 中間連結損益計算書 

   前中間連結累計期間 

 

「参考」

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(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,346,486 100.0

 １ 売上高 ─

 ２ 完成工事高 ─

Ⅱ 売上原価 2,328,120 99.2

 １ 売上原価 2,328,120

 ２ 完成工事原価 ─

    売上総利益 18,365 0.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 611,711 26.1

    営業損失 593,345 △25.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息配当金 29,222

 ２ 有価証券売却益 25,181

 ３ 負ののれん償却額 10,969

 ４ 出資分配金 2,891

 ５ 為替差益 16,066

 ６ 貸倒引当金戻入益 65,980

 ７ その他 38,083 188,396 8.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 46,297

 ２ 有価証券売却損 ─

 ３ 営業用投資有価証券売却損 ─

 ４ 営業用投資有価証券評価損 ─

 ５ デリバティブ取引損失 ─

 ６ 株式交付費償却 17,101

 ７ 為替差損 ―

 ８ 持分法による投資損失 930,359

 ９ その他 4,811 998,569 42.5

    経常損失 1,403,519 △59.8
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(2) 中間連結累計期間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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間(当期)純損失 △5,878,113

 減価償却費・長期前払費用償却 137,148

 株式交付費償却額 17,101

 のれん償却額 △10,969

 持分法による投資損失 1,544,280

 持分変動益 218,212

 受取利息及び配当金 △29,222

 支払利息 46,297

 出資分配金 △2,891

 売上債権の減少額 496,561

 たな卸資産の減少額 30,360

 未収入金の減少額 2,422,298

 仕入債務の減少額 △289,746

 未払金の増加額 122,405

 未払費用の減少額（△) △953

 退職給付引当金減少額 △11,110

 貸倒引当金の減少額（△) △1,093,902

 賞与引当金の減少額（△) △1,269

 有価証券売却益 △25,181

 有価証券評価損 383,000

 投資有価証券売却益 △25,060

 投資有価証券売却損 1,835

 投資有価証券評価損 58

 営業用投資有価証券評価損 1,500,000

 関係会社株式売却益 △47,294

 固定資産処分損 105

 その他資産・負債の純増減額 △218,754

  小計 △714,804

 利息及び配当金の受取額 29,222

 利息の支払額 △45,235

 法人税等の支払額 △9,954

  営業活動によるキャッシュ・フロー △740,771
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