
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日清医療食品株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 4315 URL http://www.nifs.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 村田清和
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役総務本部長 （氏名） 織田和彦 TEL 03-3287-3611

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 平成20年12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 100,401 ― 6,542 ― 6,705 ― 3,539 ―
20年3月期第2四半期 96,361 4.0 6,962 7.2 7,015 5.3 3,611 1.3

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 49.44 ―
20年3月期第2四半期 50.44 ―

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 90,084 62,039 68.9 866.51
20年3月期 88,717 60,201 67.9 840.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  62,039百万円 20年3月期  60,201百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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 203,000 4.9 12,000 16.7 12,150 17.2 6,300 27.3 87.99

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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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います。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
 なお、上記業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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
性的情報をご覧ください。 
２．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。  

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  71,640,000株 20年3月期  71,640,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  42,384株 20年3月期  42,327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  71,597,712株 20年3月期第2四半期  71,598,267株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半から顕在化した米国サブプライムローン

問題による世界的な金融危機に陥り、米国大手証券会社の経営破綻など経済環境はますます悪化し、株

式市場は大幅に下落し、為替相場も急激に変動し、諸物価の高騰などにより、日本や米国・欧州等で経

済成長が鈍化し、世界経済の減速感が一層強まりました。また、企業の設備投資は業績悪化と先行き不

透明感から抑制され、また個人消費も消費者の冷え込みにより減少傾向を見せるなど、景気の後退懸念

が一段と加速しました。  

 一方、食品、給食業界においても、汚染米の流通や食品にメラミンが混入するという食の安全を揺る

がす社会的な問題が生じ、当社がこの問題に直接巻き込まれるという 悪の事態が起こりました。これ

らの事故再発防止のため当社商品統括部に平成20年10月より食品管理課を設置することとし、今後の商

品や仕入先の選定等の対策、対応を講じるとともに安全で安心できる食事サービス提供業務を目指し、

当社への信頼回復に向けて活動してまいります。  

  このような環境下、当第２四半期連結累計期間の営業成績は、新規獲得件数が当社で221件、連結子

会社で131件、併せて352件（前年同期比81件減少）となりました。一方解約につきましては、当社で83

件、連結子会社で23件、併せて全体で106件（前年同期比24件減少）となりました。当第２四半期連結

累計期間末における事業所数は、当社が4,174件、連結子会社が1,708件、併せて5,882件(前年同期比

202件増加）になりほぼ計画通り順調に推移しました。  

 以上のような活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,004億1百万円（前年同期比

4.2％増）になり、営業利益は、65億42百万円（前年同期比6.0％減）、経常利益につきましては、67億

5百万円（前年同期比4.4％減）、四半期純利益は35億39百万円（前年同期比2.0％減）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連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異

なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。  

  

  
（１）資産、負債、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の残高は900億84百万円となり、前連結会計年度末と比

べ、13億66百万円の増加となりました。主な内訳は、現金及び預金の残高が292億64百万円となり、前

連結会計年度末と比べ、17億34百万円増加し、受取手形及び売掛金の残高が225億29百万円と前連結会

計年度末と比べ、6億87百万円増加しました。また、固定資産の残高は319億40百万円となり前連結会計

年度末と比べ、14億22百万円減少しました。負債の残高は、280億44百万円となり、前連結会計年度末

に比べ、4億72百万円の減少となりました。  

 純資産の残高につきましては、利益剰余金17億49百万円増加およびその他有価証券評価差額金89百万

円減少により620億39百万円になり、前連結会計年度末に比べ、18億38百万円の増加となりました。 

  
（２）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）の残高は285億73

百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億14百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は28億55百万円となりました。これは、

主に税金等調整前四半期純利益66億83百万円、売上債権の増加額6億43百万円、役員退職慰労引当金

の減少額3億19百万円、未払金の減少額5億7百万円、のれん償却額5億57百万円、賞与引当金の増加額

2億12百万円、前払年金費用の増加額2億79百万円、法人税等の支払額31億95百万円等によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は47百万円となりました。これ

は、主に無形固定資産の取得による支出7億48百万円、投資有価証券の償還による収入10億円、子会

社株式取得に関する支出1億88百万円等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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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は17億89百万円となりました。こ

れは、主に配当金の支払額17億89百万円等によるものであります。 

  

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） 

当第２四半期連結累計期間における売上高は、当社において病院や福祉施設、子会社については学

校、事業所の新規獲得が順調に推移したことと解約も前年同期を下回る結果になり、当初予想を若干下

回ったものの、堅調に推移しております。また９月に発生した汚染米やメラミン混入の不祥事による業

績影響が懸念されておりましたが第２四半期連結累計期間ではこれによる影響は軽微でありました。通

期見通しにおいても新規獲得への影響や解約増加が懸念されておりますが若干の影響があるものの全社

を挙げてお客様との信頼回復へ企業努力し、極力業績に影響与えないよう万全の体制をとっております

が既存先の売上高及び経常利益減少を40百万円程度見込んでおります。  

 また、今後の食の安全対策や品質保持のため新たに食品管理課設置により食品検査費用や外部専門機

関との提携費用等によるコスト50百万円程度見込んでおります。また、原材料費等の値上がり傾向が続

き、今後とも予断を許さない状況を残しておりますがセントラルバイイング導入率アップによりコスト

吸収を図ることにより業績影響を 小限に抑えてまいります。  

  以上のことから、平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、平成20年５月21日に発表しまし

た業績予想数値に変更はございません。  

 ただし、上記以外にリスク要因といたしまして当第２四半期連結会計期間末の株式市況の悪化が続い

た場合確定給付型企業年金の運用利回りが大幅に下回ることにより年金数理計算上の差異が発生する場

合、損益に影響を与える恐れがありますが連結業績予想を判断する上では考慮しておりません。 

  
  

該当する事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 
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
算しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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おります。 
  

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

「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

による薄価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

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

(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 29,264 27,530

受取手形及び売掛金 22,529 21,842

有価証券 2,000 2,000

原材料及び貯蔵品 1,712 1,705

繰延税金資産 1,796 1,790

その他 881 525

貸倒引当金 △41 △39

流動資産合計 58,143 55,355

固定資産   

有形固定資産 3,031 3,192

無形固定資産   

のれん 4,840 5,231

ソフトウエア 754 138

ソフトウエア仮勘定 659 995

その他 320 319

無形固定資産合計 6,574 6,685

投資その他の資産   

投資有価証券 3,003 3,890

長期性定期預金 11,323 11,876

前払年金費用 4,369 4,089

その他 3,915 3,966

貸倒引当金 △277 △338

投資その他の資産合計 22,334 23,485

固定資産合計 31,940 33,362

資産合計 90,084 88,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,542 10,161

短期借入金 200 200

未払法人税等 3,281 3,346

賞与引当金 3,380 3,160

役員賞与引当金 17 45

その他 8,420 9,130

流動負債合計 25,842 26,044

固定負債   

繰延税金負債 757 696

退職給付引当金 745 804

役員退職慰労引当金 99 418

その他 600 551

固定負債合計 2,201 2,471

負債合計 28,044 28,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,971 3,971

資本剰余金 4,463 4,463

利益剰余金 53,997 52,248

自己株式 △83 △84

株主資本合計 62,348 60,599

評価・換算差額等   
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その他有価証券評価差額金 △308 △397

評価・換算差額等合計 △308 △397

純資産合計 62,039 60,201

負債純資産合計 90,084 88,717
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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 100,401

売上原価 82,954

売上総利益 17,447

販売費及び一般管理費  

運送費 2,256

役員報酬 283

給料及び手当 2,686

賞与引当金繰入額 774

役員賞与引当金繰入額 17

退職給付費用 78

役員退職慰労引当金繰入額 17

租税公課 203

減価償却費 125

のれん償却額 557

その他 3,904

販売費及び一般管理費合計 10,905

営業利益 6,542

営業外収益  

受取利息 118

受取配当金 2

デリバティブ評価益 46

その他 61

営業外収益合計 228

営業外費用  

支払利息 1

投資有価証券評価損 36

その他 27

営業外費用合計 65

経常利益 6,705

特別利益  

貸倒引当金戻入額 76

固定資産売却益 7

特別利益合計 84

特別損失  

固定資産除却損 2

減損損失 102

その他 2

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 6,683

法人税等 3,143

四半期純利益 3,539
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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 50,286

売上原価 41,632

売上総利益 8,653

販売費及び一般管理費  

運送費 1,142

役員報酬 146

給料及び手当 1,345

賞与引当金繰入額 374

役員賞与引当金繰入額 6

退職給付費用 39

役員退職慰労引当金繰入額 3

租税公課 95

減価償却費 66

のれん償却額 361

その他 1,975

販売費及び一般管理費合計 5,557

営業利益 3,096

営業外収益  

受取利息 61

受取配当金 1

デリバティブ評価益 7

その他 27

営業外収益合計 97

営業外費用  

支払利息 1

投資有価証券評価損 36

その他 26

営業外費用合計 63

経常利益 3,129

特別利益  

貸倒引当金戻入額 21

固定資産売却益 4

特別利益合計 26

特別損失  

固定資産除却損 1

減損損失 15

その他 2

特別損失合計 19

税金等調整前四半期純利益 3,136

法人税等 1,521

四半期純利益 1,615
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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 6,683

減価償却費 209

減損損失 102

のれん償却額 557

デリバティブ評価益 △46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75

投資有価証券評価損益（△は益） 38

賞与引当金の増減額（△は減少） 212

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △319

受取利息及び受取配当金 △120

支払利息 1

有形固定資産除却損 2

有形固定資産売却損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） △643

たな卸資産の増減額（△は増加） 6

仕入債務の増減額（△は減少） 357

未払金の増減額（△は減少） △507

長期未払金の増減額（△は減少） 64

未払消費税等の増減額（△は減少） △33

前払年金費用の増減額（△は増加） △279

その他 △164

小計 5,944

利息及び配当金の受取額 109

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △3,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,855

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 △20

有形固定資産の取得による支出 △22

有形固定資産の売却による収入 8

無形固定資産の取得による支出 △748

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000

長期貸付金の回収による収入 25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△188

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー 47

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △1,789

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,114

現金及び現金同等物の期首残高 27,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,573
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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。 

  

  
 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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）及び当第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） 

  
給食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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）及び当第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） 

  
本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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）及び当第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） 

  
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
 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

(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）中間連結損益計算書 

「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(百万円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 96,361 100.0

Ⅱ 売上原価 79,293 82.3

   売上総利益 17,068 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運送費 2,085

 ２ 役員報酬 270

 ３ 給与手当 2,514

 ４ 賞与引当金繰入額 723

 ５ 役員賞与引当金繰入額 22

 ６ 退職給付費用 76

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額 35

 ８ 租税公課 212

 ９ 減価償却費 81

 10 のれん償却額 430

 11 その他 3,653 10,106 10.5

   営業利益 6,962 7.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 112

 ２ 受取配当金 20

 ３ 金銭信託運用益 21

 ４ 保険金収入 2

 ５ 受取手数料 0

 ６ その他 47 204 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2

 ２ 貸倒引当金繰入額 105

 ３ 投資有価証券評価損 1

 ４ デリバティブ評価損 37

 ５ その他 4 151 0.1

   経常利益 7,015 7.3
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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 
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 3

 ２ 固定資産売却益 0

 ３ 投資有価証券売却益 38

  ４ その他 4 46 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 貸倒引当金繰入額 1

 ２ 固定資産除却損 4

 ３ 投資有価証券評価損 272

 ４ 固定資産売却損 0

 ５ 減損損失 107 386 0.4

   税金等調整前中間純利益 6,675 6.9

   法人税、住民税及び事業税 3,107

   法人税等調整額 △42 3,064 3.2

   中間純利益 3,611 3.7
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（２）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 6,675
減価償却費 198
減損損失 107
のれん償却額 430
デリバティブ評価損 37
貸倒引当金の増加・減少（△）額 106
賞与引当金の増加・減少（△）額 42
役員賞与引当金の増加・減少（△）額 △ 22
退職給付引当金の増加・減少(△)額 △ 52
役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 △ 23
受取利息及び受取配当金 △ 133
支払利息 2
固定資産除却損 4
固定資産売却損 0
固定資産売却益 △0
金銭信託運用益 △ 21
投資有価証券評価損 272
投資有価証券売却益 △ 38
売上債権の増加（△）・減少額 △ 608
たな卸資産の増加(△)・減少額 △ 139
仕入債務の増加・減少（△）額 480
未払金の増加・減少（△）額 △168
未払消費税等の増加・減少（△）額 4
前払年金費用の増加（△）・減少額 △ 318
その他 △ 232

小        計 6,603

利息及び配当金の受取額 135

利息の支払額 △ 2

法人税等の支払額 △ 2,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,031

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 △ 20
有形固定資産の取得による支出 △ 17
有形固定資産の売却による収入 3
無形固定資産の取得による支出 △ 2
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △ 2,002
有価証券及び投資有価証券の償還等による収入 500
金銭信託の償還等による収入 1,000
長期貸付金の貸付による支出 △ 1
長期貸付金の回収による収入 114
子会社株式の取得のための支出 △ 100
その他 51

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 474

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0
自己株式の売却による収入 0
配当金の支払額 △ 1,787

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,788

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 1,769

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 22,856

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 24,625
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（３）セグメント情報  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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)  

給食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。  

  

【所在地別セグメント情報】  

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)  

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。  

  

【海外売上高】 

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)  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  
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