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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 3,152 ― △61 ― △67 ― △139 ―
20年3月期第2四半期 2,993 △12.1 23 △70.4 16 △70.4 37 △12.4

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2四半期 △11.38 ―
20年3月期第2四半期 3.09 3.08

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 5,827 1,168 19.6 93.13
20年3月期 5,814 1,368 23.1 109.58

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,143百万円 20年3月期  1,345百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00
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  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 6,460 4.6 △100 ― △120 ― △200 ― △17.92

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  

（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。  

(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  無  

（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） 

（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。  

(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２０年５月１５日に発表いたしました連結業績予想のうち通期業績予想は本資料において修正しています。具体的な内容につきましては、2・3ページ【定性的情
報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成２０年１１月５日発表の「平成２１年３月期第２四半期累計期間の業績予想及び通期業績予想並びに配
当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．業績予想は、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、実際の業績と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。 
３．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）を適用しています。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います。  

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 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  12,317,000株 20年3月期  12,317,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  39,338株 20年3月期  39,087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  12,277,871株 20年3月期第2四半期  12,279,263株
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当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料の高騰、米国のサブプライムローン問

題に端を発した国際的金融危機を背景に、設備投資や個人投資が伸び悩み、景気の後退感がさらに強まっ

てまいりました。 

特に、当社グループの主たる需要分野である住宅建設業界を取り巻く環境は極めて厳しいものがありま

す。新設住宅着工戸数が前年を割り込み、回復の兆しが見えないなか、マンション契約率の低下、株式市

場低迷による金融資産の目減り、生活必需品の価格高騰などにより、景気の先行き不透明感から住宅購入

意欲が低下し、市場は依然として厳しい環境が続いております。 

このような需要環境のなか、主力の釘製品については、コスト高を販売価格に反映させ、価格優先の方

針を採ったため、販売数量が減少しました。また、原材料である線材ならびに副資材・梱包資材の大幅な

値上げによる製造コストの増大に見合う販売価格への転嫁が十分にできず、大幅な減益を余儀なくされま

した。また、販売価格への転嫁が遅れていることによる「たな卸資産の評価に関する会計基準」の会計処

理の変更により棚卸資産評価損40百万円を計上しましたことも、売上原価のアップの大きな要因となりま

した。そして税金費用として繰延税金資産67百万円を取崩したことも、四半期純損失を大きく拡大させる

ものとなりました。 

一方、連結子会社で手掛ける工業用ネジ分野につきましては、底堅い需要のもと、販売価格の是正も概

ね進み、前年度に比べ増収、利益は横ばいとなりました。 

この結果、当社グループの第2四半期連結累計期間における業績は、売上高3,152百万円、営業損失61百

万円、経常損失67百万円、四半期純損失139百万円となりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は5,827百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比13

百万円増)となり、流動資産は3,190百万円(前年度末比153百万円増)、固定資産は2,654百万円(前年度末

比140百万円減)となりました。 

流動資産は、原材料価格の値上がりにより製造原価が大幅に上がったことにより、たな卸資産が193百

万円増加しました。 

固定資産は、有形固定資産が減価償却費89百万円により55百万円減少し、また投資その他の資産のうち

投資有価証券は、前年度末に比べ株式時価が大幅に下がったことにより84百万円減少しました。 

負債の合計は、4,659百万円(前年度末比213百万円増)となり、流動負債が171百万円増加し、固定負債

が16百万円減少しました。 

流動負債は、原材料価格の大幅な高騰により、支払手形及び買掛金の仕入債務が201百万円増加しまし

た。 

有利子負債(短期借入金、社債、長期借入金)は2,954百万円(前年度末比0百万円減)となりました。これ

は、キャッシュ・フローベースでの短期借入金の純減額10百万円、長期借入金の返済が410百万円に対し

て借入が395百万円であったことが主な理由であります。 

当第2四半期連結会計期間末の純資産の額は、1,168百万円となり、前年度末に比べ200百万円減少しま

した。これは、当第2四半期連結累計期間の損益が、大きな純損失となったことにより、利益剰余金が前

年度末に比べ151百万円減少し、その他有価証券評価差額金が49百万円減少したことなどによるものであ

ります。 

この結果、自己資本比率は、前年度末の23.1％から19.6％となり、1株当たり純資産は109.58円から

93.13円となりました。 
  
〈キャッシュ・フローの状況〉 
 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3百万円減少し、256百万円となりました。 
(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、54百万円となり、これは仕入債務が201百万円増加しましたが、た

な卸資産が193百万円増加し、税金等調整前四半期純損失68百万円、減価償却費93百万円などによるも

のであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動の結果使用した資金は、45百万円となり、これは主として有形固定資産の取得による支出

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) 
財務活動の結果使用した資金は、12百万円となり、これは主として株主配当金の支出によるもので

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
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国際金融市場の動揺は収まる気配を見せず、不透明感はさらに増しております。とりわけ当社グループ

の主たる需要先である住宅建設業界は、景気の先行き不透明感から、住宅購入意欲の低下により厳しい状

況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、販売価格の是正や不採算品のＯＥＭ化に努め

るとともに、原材料購入の見直しによる製造コストの低減、役員報酬のカット及び物流経費を中心とした

販管費の削減に取組む所存であります。 

しかしながら、販売価格の是正に時間がかかり、製造コストの増大を吸収するまでには至らず、また、

スクラップ価格の下落に伴い製品市況が弱含みとなることが懸念されることにより、今下半期での黒字化

は極めて困難な状況となりました。売上高につきましては、価格優先の販売方針を採るため、販売数量が

減少し、大幅に減収となる見込みであります。また利益面につきましても、大幅な減益は避けられない見

込みであります。 

以上のような状況により、通期業績予想につきましては、平成21年3月期連結売上高6,460百万円、営業

損失100百万円、経常損失120百万円、当期純損失200百万円を見込んでおります。 
また、配当金につきましては、平成20年11月5日の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

のとおり、大きな当期純損失が見込まれるため、誠に遺憾ではありますが、平成21年3月期の期末配当金
を見送らせていただきたく存じます。株主の皆様には申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。 

  

平成20年8月6日の第1四半期決算発表時の平成21年3月期(平成20年4月1日～平成21年3月31日)第2四半期累計

期間及び平成20年5月15日の平成20年3月期決算短信発表時の平成21年3月期通期の業績予想との差異は以下のと

おりです。 

①(第２四半期連結累計期間業績予想数値の修正) 

   
【参考】(第２四半期累計期間個別業績予想数値の修正) 

   
②(平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正) 

   
【参考】(平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正) 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 (Ａ) 3,250 △5 △12 △20 △1 63

今回修正予想 (Ｂ) 3,150 △61 △67 △139 △11 38

増減額 (Ｂ－Ａ) △100 △56 △55 △119 ─────

増減率 (％) △3.1 ─ ─ ─ ─────

前中間期実績 2,993 23 16 37 3 09

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想 (Ａ) 2,500 △18 △20 △27 △2 20

今回修正予想 (Ｂ) 2,439 △78 △78 △148 △12 11

増減額 (Ｂ－Ａ) △61 △60 △58 △121 ─────

増減率 (％) △2.4 ─ ─ ─ ─────

前中間期実績 2,313 8 6 △21 △1 73

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

前回発表予想 (Ａ) 7,100 145 105 90 7 33

今回修正予想 (Ｂ) 6,460 △100 △120 △200 △16 29

増減額 (Ｂ－Ａ) △640 △245 △225 △290 ─────

増減率 (％) △9.0 ─ ─ ─ ─────

前期(平成20年3月期)
実績

6,170 36 27 94 7 71

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

前回発表予想 (Ａ) 5,600 75 60 52 4 23

今回修正予想 (Ｂ) 5,000 △140 △150 △220 △17 92

増減額 (Ｂ－Ａ) △600 △215 △210 △272 ─────

増減率 (％) △10.7 ─ ─ ─ ─────

前期(平成20年3月期)
実績

4,792 △1 4 27 2 27
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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います。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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)を当第2四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)に変更しています。 

これにより、当第2四半期連結累計期間において、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失が40,177千円それぞれ増加しています。 

  

当社の機械装置については、従来、耐用年数を8～12年としておりましたが、法人税法の改正による

法定耐用年数の変更に伴い見積りを見直した結果、当第2四半期連結会計期間より10年に変更しまし

た。 

これにより、当第2四半期連結累計期間において、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失が、それぞれ5,072千円増加しています。 
  

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

(追加情報)
有形固定資産の耐用年数の変更
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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 256,257 259,972 

受取手形及び売掛金 1,533,741 1,551,826 

商品及び製品 908,403 769,059 

仕掛品 286,037 248,457 

原材料及び貯蔵品 179,357 163,146 

繰延税金資産 7,043 12,342 

その他 22,139 35,170 

貸倒引当金 △2,623 △2,832 

流動資産合計 3,190,356 3,037,143 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 782,900 806,947 

機械装置及び運搬具（純額） 668,900 708,122 

土地 793,421 795,329 

その他（純額） 42,428 32,997 

有形固定資産合計 2,287,649 2,343,397 

無形固定資産 

ソフトウエア 15,868 16,212 

その他 32,653 34,345 

無形固定資産合計 48,521 50,557 

投資その他の資産 

投資有価証券 238,962 323,154 

その他 76,451 80,217 

貸倒引当金 △14,116 △19,792 

投資その他の資産合計 301,298 383,579 

固定資産合計 2,637,469 2,777,534 

資産合計 5,827,825 5,814,678 
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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 1,409,412 1,208,212 

短期借入金 2,126,413 2,191,034 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

未払法人税等 3,164 3,599 

賞与引当金 48,027 55,516 

その他 176,685 188,798 

流動負債合計 3,773,702 3,657,160 

固定負債 

社債 － 5,000 

長期借入金 766,581 697,536 

退職給付引当金 51,070 42,086 

役員退職慰労引当金 27,764 32,163 

繰延税金負債 40,100 11,789 

固定負債合計 885,516 788,574 

負債合計 4,659,219 4,445,734 

純資産の部 

株主資本 

資本金 615,216 615,216 

資本剰余金 40,181 40,181 

利益剰余金 431,850 583,832 

自己株式 △2,459 △2,440 

株主資本合計 1,084,788 1,236,789 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 58,632 108,619 

評価・換算差額等合計 58,632 108,619 

少数株主持分 25,185 23,534 

純資産合計 1,168,606 1,368,943 

負債純資産合計 5,827,825 5,814,678 
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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 3,152,659 

売上原価 2,732,165 

売上総利益 420,494 

販売費及び一般管理費 482,116 

営業損失（△） △61,622 

営業外収益 

受取利息 28 

受取配当金 3,795 

受取賃貸料 6,300 

技術指導料 3,240 

スクラップ売却収入 5,250 

その他 5,312 

営業外収益合計 23,927 

営業外費用 

支払利息 19,817 

その他 9,993 

営業外費用合計 29,811 

経常損失（△） △67,506 

特別利益 

固定資産売却益 618 

特別利益合計 618 

特別損失 

固定資産除却損 143 

減損損失 1,908 

特別損失合計 2,052 

税金等調整前四半期純損失（△） △68,940 

法人税、住民税及び事業税 1,298 

法人税等調整額 67,861 

法人税等合計 69,160 

少数株主利益 1,604 

四半期純損失（△） △139,704 
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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（△） △68,940 

減価償却費 93,547 

減損損失 1,908 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,884 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,489 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,984 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,398 

受取利息及び受取配当金 △3,824 

支払利息 19,817 

有形固定資産売却損益（△は益） △618 

有形固定資産除却損 143 

売上債権の増減額（△は増加） 18,084 

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,133 

その他の資産の増減額（△は増加） 14,817 

仕入債務の増減額（△は減少） 201,199 

その他の負債の増減額（△は減少） △4,491 

小計 69,722 

利息及び配当金の受取額 3,824 

利息の支払額 △19,046 

法人税等の支払額 △2,039 

法人税等の還付額 1,905 

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,366 

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 △42,271 

有形固定資産の売却による収入 1,643 

無形固定資産の取得による支出 △1,679 

貸付金の回収による収入 196 

貸付けによる支出 △680 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2,416 

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,208 

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 250,000 

短期借入金の返済による支出 △260,000 

長期借入れによる収入 410,000 

長期借入金の返済による支出 △395,576 

社債の償還による支出 △5,000 

自己株式の取得による支出 △18 

配当金の支払額 △12,277 

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,872 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,715 

現金及び現金同等物の期首残高 259,972 

現金及び現金同等物の四半期末残高 256,257 
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
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) 
当社及び連結子会社は釘，ネジ及びその他の関連製品の製造並びに販売を主な事業としており、

当該事業の連結売上高、営業損益及び資産の金額の全セグメントの合計額に占める割合がいずれも
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います。 

  

【所在地別セグメント情報】 
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) 
在外連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありません。 

  

【海外売上高】 
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) 
海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) セグメント情報

(5) 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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(1)生産実績 

(単位：千円)  

 
(注) 上記金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれていません。 

  

(2)受注状況 

(単位：千円)  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(3)販売実績 

(単位：千円)  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

6. 生産、受注及び販売の状況

前第2四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

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)

前連結会計年度
(自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日)

釘部門 1,040,043 1,256,241 2,202,543

ネジ部門 714,059 697,036 1,433,773

計 1,754,102 1,953,278 3,636,317

前第2四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

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)

前連結会計年度
(自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

釘部門 1,426,384 290,164 1,538,425 298,849 3,186,661 305,845

ネジ部門 850,863 132,171 932,870 256,502 1,795,658 198,832

その他関連商品 509,591 91,142 563,225 95,568 1,056,188 84,014

計 2,786,839 513,477 3,034,521 650,920 6,038,508 588,692

前第2四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

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)

前連結会計年度
(自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

釘部門 1,638,535 54.7 1,723,055 54.7 3,383,130 54.8

ネジ部門 851,096 28.4 870,788 27.6 1,729,229 28.0

その他関連商品 504,292 16.9 558,815 17.7 1,058,017 17.2

計 2,993,924 100.0 3,152,659 100.0 6,170,378 100.0

アマテイ㈱（5952）平成21年3月期第2四半期決算短信

－10－



 前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位:千円)

期  別 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)

 科  目 金 額

Ⅰ売上高 2,993,924

Ⅱ売上原価 2,499,758

売上総利益 494,166

Ⅲ販売費及び一般管理費 470,917

営業利益 23,248

Ⅳ営業外収益

1 受取利息及び配当金 6,348

2 受取賃貸料 5,800

3 技術指導料 3,418

4 その他 9,461

営業外収益合計 25,027

Ⅴ営業外費用

1 支払利息 22,384

2 手形売却損 2,117

3 その他 6,880

営業外費用合計 31,381

経常利益 16,894

Ⅵ特別利益

1 固定資産売却益 4,826

2 投資有価証券売却益 206

3 貸倒引当金戻入益 796

特別利益合計 5,829

Ⅴ特別損失

1 固定資産売廃却損 2,693

特別損失合計 2,693

税金等調整前中間純利益 20,030

法人税、住民税及び事業税 1,225

法人税等調整額 △ 20,663

少数株主利益 1,587

中間純利益 37,882
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 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円)

期  別 前中間連結会計期間

(自 平成19年4月 1日

 項  目 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

税金等調整前当期純利益 20,030

減価償却費 91,083

貸倒引当金の増減額(△は減少額) △ 526

賞与引当金の増減額(△は減少額) △ 28,552

役員賞与引当金の増減額(△は減少額) △ 3,675

退職給付引当金の増減額(△は減少額) △ 42,692

役員退職慰労引当金の増減額(△減少額) 4,230

受取利息及び配当金 △ 6,348

支払利息 26,830

固定資産売却益 △ 4,826

固定資産売廃却損 2,693

投資有価証券売却益 △ 206

売上債権の増減額(△は増加額) 205,505

たな卸資産の増減額(△は増加額) △ 17,284

その他資産の増減額(△は増加額) 21,864

仕入債務の増減額(△は減少額) △ 137,051

その他負債の増減額(△は減少額) △ 44,881

    小計 86,193

利息及び配当金の受取額 6,348

利息の支払額 △ 25,832

法人税等の支払額 △ 7,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,545

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 △ 66,763

無形固定資産の取得による支出 △ 14,414

投資有価証券の売却による収入 297

貸付金の実行による支出 △ 774

貸付金の回収による収入 471

その他の投資活動による収入 89

その他の投資活動による支出 △ 912

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 82,007

Ⅲ 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(△は減少額) 58,000

社債償還による支出 △ 5,000

長期借入による収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △ 250,100

自己株式の取得による支出 △ 93

配当金の支払い △ 24,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 21,753

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 44,214

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 271,501

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 227,287
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