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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 3,730 ― △426 ― △515 ― △565 ―

20年6月期第1四半期 548 △17.8 △304 ― △398 ― △251 ―

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6月期第1四半期 △31,989.46 ―

20年6月期第1四半期 △13,804.22 ―

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6月期第1四半期 15,736 19 0.1 612.43
20年6月期 18,421 594 3.2 32,733.13

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  10百万円 20年6月期  585百万円

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6月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 6,128 127.0 △385 ― △527 ― △566 ― △32,055.58

通期 10,060 0.3 △146 ― △385 ― △423 ― △23,985.74

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、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） 

1．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値
と異なる場合があります。 
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6月期第1四半期  17,880株 20年6月期  18,356株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  689株 20年6月期  476株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  17,667株 20年6月期第1四半期  18,090株



【定性的情報・財務諸表等】

　1.連結経営成績に関する定性情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱の継続、原油価格・穀物価格の高騰の影響等から、景気減速の局面に転じてまいりました。これらの要因により

企業収益の減少に伴う設備投資、個人消費が減少傾向になるなど景気動向は極めて不透明な状態に陥っており、今後

のわが国経済の動向につきましては十分に留意する必要があります。

当第１四半期連結会計期間の分譲マンション市場におきましては、金融市場の混乱や建築コスト上昇等先行きに対

する不透明感から、消費者の購買意欲の低下を招きました。その結果、分譲マンションの需給バランスの悪化を招い

ております。

また、不動産売買市場におきましては、米国サブプライムローン問題以降、金融機関の不動産融資への審査基準の

厳格化を要因とした新規融資及びリファイナンスの不調が続いております。その結果、同市場では売買が停滞するの

みならず、不動産ファンド会社の経営破綻といった事象が発生しております。

このような事業環境下、当第1四半期連結会計期間につきましては、連結売上高が3,730百万円（前年同期間は連結

売上高548百万円）、連結営業損失が426百万円（前年同期間は連結営業損失304百万円）、連結経常損失が515百万円

（前期同期間は連結経常損失398百万円）となりました。また、固定資産の一部を売却したことに伴う売却損失33百万

円等の特別損失39百万円の計上により、四半期純損失は565百万円（前年同期間は四半期純損失251百万円）となりま

した。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

①受託販売事業

受託販売事業に関しましては、新規受託契約について収益性の高い案件の選択取得や社員を積極的に現場に配置し

外注コストの圧縮を図ることで利益率の向上を図りましたが、景気の先行き不透明感がより一層高まったことで購入

希望者が慎重となったため平均契約率が低調に推移いたしました。

これらの結果、契約件数は336件、当セグメントの売上高は427百万円、営業損失は108百万円となりました。

②アセットソリューション事業

アセットソリューション事業に関しましては、買主の資金調達が不調となったため売却が遅れておりました高津Ⅱ

賃貸マンションプロジェクトの売却を完了し、売上を計上いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は600百万円、営業損失は279百万円となりました。

また、アセットソリューション事業における競争力向上、自社開発プランの収益力拡大並びに遊休地等の有効活用

提案力の向上を目的として推進しております、「（仮称）神戸ミッドポート」プロジェクトについては当四半期報告

書提出日現在、開発工事が中断している状況となっております。

③住宅設備備品販売事業

住宅設備備品販売事業に関しましては、受託販売事業との連携強化による販売強化を図りましたが、マンション契

約率低下に伴い、住宅設備備品の売上及びリフォームの受注売上も連動して低下いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は50百万円、営業損失は11百万円となりました。

④不動産分譲事業

不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）に関しましては、資金効率を上昇させるため、神戸磯上プロジェクト

（総戸数173戸）、粉浜プロジェクト(総戸数64戸)及び西神Ⅱプロジェクト(総戸数437戸)のＪＶ相手先デベロッパー

へのシェアアウトを行いました。その他、戸田公園プロジェクト（総戸数55戸）、長吉長原プロジェクト（総戸数244

戸）及び御幣島プロジェクト(総戸数46戸)につきましては、引き続き分譲を行っております。

当第１四半期連結会計期間におきましては、引渡が開始している各プロジェクトにつきまして、地価高騰、建築コ

ストの上昇の影響によるマンション平均販売価格の高止まりを要因として、引渡件数が当初目標件数を下回りました。

また、前連結会計年度より、当社にて事業を開始した不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）に関し

ましては、大阪にて２物件、東京及び福岡にて各１物件ずつ事業を行っております。当事業の特徴として、近隣物件

に比し、低価格のマンションが提供可能となることから、順調な販売状況となっております。

これらの結果、当セグメントの売上高は2,423百万円、営業利益は39百万円となりました。

　2.連結財政状態に関する定性情報

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,684百万円減少し、15,736百万円となりま

した。
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これは主に、販売用不動産の売却等によって流動資産が2,711百万円減少し、また、当該物件の売却によって得た

資金を借入金等の返済に充当したこと等によって負債合計が2,109百万円減少したこと、及び四半期純損失を565百万

円計上したことによるものであります。

　なお、各要因の分析は以下のとおりであります。

 

（流動資産）

流動資産は11,658百万円を計上し、前連結会計年度末の14,370百万円から2,711百万円の減少となりました。

これは主に、アセットソリューション事業及び不動産分譲事業における保有物件の売却を積極的に進めたことによ

り、販売用不動産が1,796百万円減少し、当該物件の売却によって得た資金を借入金等の返済に充当したこと等によ

り、現金及び預金が410百万円減少したこと、及び販売用不動産の評価損296百万円を計上したことによります。

 

（固定資産）

固定資産は4,078百万円を計上し、前連結会計年度末の4,050百万円から27百万円の増加となりました。

これは主に、１年以内に回収が見込まれない流動資産を、投資その他の資産に振り替えたことによる増加154百万

円、及び有形固定資産の売却による減少105百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少22百万円によるもの

であります。

 

（流動負債）

流動負債は11,000百万円を計上し、前連結会計年度末の12,913百万円から1,913百万円の減少となりました。

これは主に、借入金の返済及び社債の償還を行ったことにより、短期借入金が102百万円の減少、１年以内返済予

定長期借入金が1,184百万円の減少及び1年以内償還予定社債が173百万円減少したことによります。

 

（固定負債）

固定負債は4,717百万円を計上し、前連結会計年度末の4,913百万円から195百万円の減少となりました。

これは主に、借入金の返済及び社債の償還を行ったことにより、長期借入金が170百万円、社債が26百万円減少し

たことによります。

 

（純資産）

純資産は19百万円となり、前連結会計年度末の594百万円から575百万円の減少となりました。

これは主に、四半期純損失565百万円を計上したことによります。

　3.連結業績予想に関する定性的情報

当社グループが属する不動産業界においては、個人所得の伸び悩みによる消費の低迷や世界的な信用収縮などの影

響から物件の流通が低迷しており不動産物件全般に価格が下落傾向で推移していることから、当第１四半期連結会計

期間において販売用不動産の評価損296百万円を計上いたしました。

　今後につきましても、当面厳しい事業環境で推移すると見込まれることから、平成20年８月29日に公表いたしまし

た平成21年６月期の連結業績予想を修正しております。

　詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　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。

(重要な後発事象)

当社は、平成20年11月12日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ベルスの当社保有株式全部に

あたる28,000株を譲渡することを決定いたしました。

譲渡の時期

  平成20年11月12日

異動する子会社の概要

  商　号：株式会社ベルス

　所在地：東京都中央区日本橋箱崎町27番２号

　代表者：三寺　昭雄

　資本金：6,675,000円

詳細は、平成20年11月12日に開示いたしました、「子会社株式の譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。
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(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

・当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸

を基礎として合理的な方法により算定しております。また、たな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。

・固定資産の定率法による減価償却費については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。

・経過勘定科目の算定に関しては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

・法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(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　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として個別法による原価法（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。

これにより、営業損失、経常損失、及び税金等調整前四半期純損失は296百万円増加しております。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。また、平成20年６月30日までに取引が開始している所有権移転外ファイナンス・リース取

引に関しては、従来どおり賃貸借処理によっております。

なお、当第１四半期連結会計期間において、新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引は行っておりませんの

で、これによって損益に与えるは影響はありません。
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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１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613,433 1,024,116

受取手形及び売掛金 870,236 888,913

販売用不動産 9,517,369 11,602,001

未成業務支出金 205,942 352,784

貯蔵品 2,694 3,583

その他 463,854 611,366

貸倒引当金 △14,982 △112,631

流動資産合計 11,658,548 14,370,134

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,004,776 2,061,356

減価償却累計額 △318,608 △297,359

建物及び構築物（純額） 1,686,167 1,763,997

土地 676,531 703,822

その他 37,704 38,059

減価償却累計額 △25,408 △24,929

その他（純額） 12,295 13,129

有形固定資産合計 2,374,994 2,480,949

無形固定資産   

のれん 632,359 654,667

その他 348,211 347,216

無形固定資産合計 980,570 1,001,883

投資その他の資産   

長期貸付金 410,295 296,718

その他 425,976 271,395

貸倒引当金 △113,626 －

投資その他の資産合計 722,646 568,114

固定資産合計 4,078,211 4,050,947

資産合計 15,736,759 18,421,082



（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,013,940 1,246,297

短期借入金 7,866,836 7,969,357

1年内返済予定の長期借入金 1,161,353 2,345,370

1年内償還予定の社債 40,000 213,400

未払金 532,631 315,913

未払法人税等 22,008  

預り金 136,573 481,161

賞与引当金 58,337 16,099

契約キャンセル引当金 35,597 32,108

その他 132,729 293,859

流動負債合計 11,000,006 12,913,567

固定負債   

社債 660,000 686,600

長期借入金 3,944,821 4,115,013

退職給付引当金 36,143 34,700

その他 76,683 76,925

固定負債合計 4,717,648 4,913,239

負債合計 15,717,654 17,826,806

純資産の部   

株主資本   

資本金 515,461 515,461

資本剰余金 486,560 486,560

利益剰余金 △982,148 △363,218

自己株式 △8,771 △56,325

株主資本合計 11,102 582,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △574 2,790

新株予約権 117 94

少数株主持分 8,458 8,912

純資産合計 19,105 594,275

負債純資産合計 15,736,759 18,421,082



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,730,658

売上原価 3,601,747

売上総利益 128,910

販売費及び一般管理費 555,008

営業損失（△） △426,097

営業外収益  

受取利息 6,863

不動産賃貸料 3,745

その他 1,678

営業外収益合計 12,286

営業外費用  

支払利息 80,521

支払手数料 9,950

その他 10,724

営業外費用合計 101,195

経常損失（△） △515,006

特別利益  

投資有価証券売却益 341

貸倒引当金戻入額 442

賞与引当金戻入額 350

特別利益合計 1,133

特別損失  

固定資産売却損 33,567

減損損失 1,946

その他 4,007

特別損失合計 39,521

税金等調整前四半期純損失（△） △553,394

法人税、住民税及び事業税 2,736

法人税等調整額 9,488

法人税等合計 12,225

少数株主損失（△） △453

四半期純損失（△） △565,166



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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 △553,394

減価償却費 30,279

減損損失 1,946

たな卸資産評価損 296,203

のれん償却額 20,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,976

受取利息及び受取配当金 △6,863

支払利息 80,521

持分法による投資損益（△は益） 3,461

有形固定資産売却損益（△は益） 33,567

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △341

売上債権の増減額（△は増加） 18,677

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,796,112

仕入債務の増減額（△は減少） △232,357

未払費用の増減額（△は減少） △83,246

預り金の増減額（△は減少） △344,588

その他 200,988

小計 1,277,306

利息及び配当金の受取額 6,863

利息の支払額 △66,630

法人税等の支払額 △8,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,209,120

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 △340

定期預金の払戻による収入 56,240

投資有価証券の売却による収入 1,386

有形及び無形固定資産の売却による収入 50,303

長期貸付金の回収による収入 249

その他 △6,242

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,597

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 1,558,339

短期借入金の返済による支出 △1,660,860

長期借入金の返済による支出 △1,354,208

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △300,000

その他 △8,771

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,665,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △354,782

現金及び現金同等物の期首残高 957,237

現金及び現金同等物の四半期末残高 602,454



(4)　継続企業の前提に関する注記

  当社グループは、前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）において連結貸借対照表にお

ける純資産の部の合計金額が594百万円となり、また、連結損益計算書において経常損失371百万円、当期純損失1,179

百万円を計上いたしました。

  上記により、前連結会計年度末において、金融機関とのコミットメントライン契約書、金銭消費貸借契約証書及び

タームローン契約書に規定されている財務制限条項に抵触いたしました。

  当社グループは、該当する借入について、主要金融機関８行に対し返済スケジュールの見直しを要請し、協議を重

ねた結果、契約返済期日が到来していないことから協議を継続しているものを除き、返済スケジュールの変更につい

て合意に至っております。なお、現在協議継続中のタームローン契約残高は以下のとおりとなります。

　平成19年12月25日締結タームローン契約書 貸付人２者 420百万円

　「（仮称）神戸ミッドポート」プロジェクトにつきましては、平成20年６月末日までに建設工事代金の資金調達の

目処がつかなかったことにより、平成20年６月末日に当社から建設会社への工事代金の前払金616百万円の支払が遅

滞し、建設会社は工事を中断しております。現状、工事再開に備えて、鋼材等工事用材料を別場所にて一時保管して

おります。本件プロジェクトにつきましては、当社の連結子会社である合同会社ベイサイド295の単独事業から大手

開発事業者との共同事業に切り替えるべく、当社は複数の企業と折衝中であり、現時点では共同事業者は未定ではあ

りますが、決定次第、工事を再開する予定であります。

　こうした状況から、当社グループには当第１四半期連結会計期間において、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　今後につきましては業績改善のため、総資産及び負債の圧縮を図るとともに当社グループのコアビジネスである受

託販売事業の収益力強化に努めてまいります。

　具体的には、総資産及び負債の圧縮を図るためアセットソリューション事業においては、新規用地の取得を当面中

止し、既存のプロジェクトの収益確保を踏まえた売却に注力してまいります。連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションで展開するマンション共同事業プロジェクトについては、個々のプロジェクトの事業期間や内容を検討し、

案件によっては、資金効率改善を図るため共同事業相手先企業への事業シェア持分の譲渡を進めてまいります。また

受託販売事業の収益力強化を図るため、マンション市場の景況悪化の中、増加するマンションの完成在庫物件や販売

不振物件に受託をシフトし好条件の販売手数料が見込める販売体制を構築してまいります。また経費節減策として、

本社間接部門の人員を販売部門に異動することにより外部営業スタッフ費用支出を極力抑えるとともに、東京事務所

の移転等により固定費の削減も推進してまいります。

　当連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ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。

(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１四半期連結会計期間において、たな卸資産の会計方針を変更したことに伴い、前連結会計年度末から継続的

に保有しているたな卸資産について296百万円のたな卸評価損を計上したこと等により、当第１四半期連結累計期間

における四半期純損失を565百万円計上いたしました。これにより、利益剰余金が前連結会計年度末から618百万円減

少し、その結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産額が575百万円減少いたしました。

　また、自己株式の消却により当第１四半期連結会計期間における自己株式が47百万円減少し、当第１四半期連結会

計期間末において自己株式が8百万円となっております。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書（累計）

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 548

Ⅱ　売上原価 479

売上総利益 69

Ⅲ　販売費及び一般管理費 373

営業損失 304

Ⅳ　営業外収益 20

１.受取利息及び配当金 16

２.不動産賃貸収入　 3

３.その他 1

Ⅴ　営業外費用 113

１.支払利息 70

２.融資関連手数料 32

３.その他 11

経常損失 398

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

税金等調整前四半期純損失 398

税金費用 147

四半期純損失 251

－ 1 －



(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失 △398

減価償却費 23

のれん償却額 9

株式報酬費用 2

販売準備費用の増減額（増加：△） 5

受取利息及び配当金 △16

支払利息 70

売上債権の増減額（増加：△） 5

仕入債務の増減額（減少：△） △122

未払費用の増減額（減少：△） 12

預り金の増加額 5

前渡金の減少額（増加：△） △1

たな卸資産の増加額 △2,954

その他　 △129

小計 △3,489

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △75

法人税等の支払額 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,632

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 △3

有価証券の取得による支出 △5

有価証券の売却による収入 3

有形固定資産の取得による支出 △4

貸付けによる支出 △10

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △18

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増額 1,530

長期借入れによる収入 2,162

長期借入金の返済による支出 △65

配当金の支払による収入 △41

自己株式の取得による支出 △27

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,557

－ 2 －



前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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額（又は
減少額）

△93

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,015

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 922

－ 3 －
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