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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 11,421 ― 1,674 ― 1,155 ― 169 ―

20年3月期第2四半期 11,305 △12.0 1,329 △31.0 981 △47.3 481 △51.9

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 621.06 434.19
20年3月期第2四半期 1,767.09 1,459.23

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 26,920 20,549 75.5 74,684.47
20年3月期 28,567 21,813 75.2 78,934.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,332百万円 20年3月期  21,489百万円

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 ― ― ― 1,800.00 1,800.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,500.00 1,500.00

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 21,401 △2.6 2,560 23.2 2,040 39.6 696 12.2 2,556.47

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  無  

(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．その他をご覧下さい。  

(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9月29日公表の業績予想は、本日平成20年11月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照下さい。 
２．上記の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。  

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  272,250株 20年3月期  272,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  272,250株 20年3月期第2四半期  272,250株
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当社グループが関係するLCD業界では、サブプライム・ローン問題の顕在化による金融危機の余波を受

け、TV・モニターの需要が伸び悩み、大型LCDパネルの価格が急落しております。このため、同用途向け

偏光フィルムの市場環境は一段と厳しいに状況にあります。これに対し、当社グループの注力する車載用

LCDパネル向けを中心とする中小型LCDパネル向け偏光フィルムにおきましては、順調な製品の需給環境の

もと、価格は比較的に安定して推移してまいりました。しかし、国内市場におきましては、先行き需要に

減退の兆しも見られます。 

フロントプロジェクターはビジネス用途、教育用途を中心に数量的には伸びておりますが、高額製品の

需要は弱含んでおります。また、製品販売価格は下落を続けており、当社が納入する部材に対する値下げ

圧力が続いております。 

  

当第２四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、車載用LCD

パネル向けが依然好調であり、高耐久染料系偏光フィルムと温度追従型楕円偏光フィルムに加え、楕円偏

光フィルムの販売も伸びました。 

 精密加工事業におきましては、無機偏光板ProFluxのリアプロTV向けからフロントプロジェクター向け

への転用・拡大が順調に進んでおります。なお、従来の有機系液晶プロジェクタ部材では単価の下落が続

いております。また、X線分析装置部材の販売は、需要の回復にともない、好調に推移しております。 

  

なお、平成20年９月29日に発表いたしましたとおり、当第２四半期連結会計期間末に持分法適用関連会

社である晶威光電股份有限公司（英文名：Skypola Optronics Corp.）に対する関係会社株式評価損９億

57百万円を特別損失として計上いたしました。これは、同社が従業員の解雇を含む事業運営規模の縮小を

決定したことにともない、同社株式価値の回復の可能性は低いと判断し、帳簿価額を備忘価額まで減額し

たためです。 

  

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は114億21百万円、営業利益は16億74百万円、経常利益

は11億55百万円、四半期純利益は１億69百万円となりました。 

  

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の総資産は、前連結会計年度末に比べ16億47百万円減少し、269億20百万

円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金の増加２億79百万円、MMFの購入による有価証券の増

加５億22百万円、有形固定資産の増加９億77百万円であり、主な減少は、生産設備投資に伴う支払による

現金及び預金の減少15億37百万円や棚卸資産の減少２億59百万円、のれんの償却による無形固定資産の減

少９億37百万円、持分法による投資損失及び関係会社株式の備忘価額までの減額による投資有価証券の減

少13億45百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３億83百万円減少し、63億70百万円となりました。主な増加は、未払

法人税等の増加３億28百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少６億12百万円、１年内返済

予定の長期借入金の減少３億円であります。 

【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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少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ12億63百万円減少し、205億49百万円となり

ました。主な増加は、当第２四半期連結累計期間純利益１億69百万円、主な減少は、株主配当金の支払４

億90百万円、過年度のれん償却額４億８百万円、為替換算調整勘定の減少４億27百万円、少数株主持分の

減少１億６百万円であります。 

  

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の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、57億22百万円となり

ました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、９億82百万円となりました。主な増加要因は、減価償却費４億90百

万円、持分法による投資損失３億７百万円、関係会社株式評価損９億57百万円、棚卸資産の減少額２億32

百万円、一方で主な減少要因は、売上債権の増加額４億３百万円、仕入債務の減少額５億18百万円、法人

税等の支払額３億41百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用された資金は、10億24百万円となりました。主に生産能力の拡大を目的とした有形固定

資産の取得による支出10億23百万円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） 

財務活動に使用された資金は、８億76百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出３億円、

少数株主を含めた配当金の支払５億84百万円によるものであります。 

  

近の業績の動向を踏まえ、平成20年９月29日に公表いたしました平成21年３月期の通期の連結・個別

業績予想を修正いたしました。 

世界的な金融危機による景気悪化懸念の影響により、連結・個別ともに第３四半期以降の業績の低下を

見込んでおります。 

当該予想数値の修正に関する事項は、本日平成20年11月14日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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 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

下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益

及び経常利益が71百万円、税金等調整前四半期純利益が２億41百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ79百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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 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 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ておりま

す。 

 また、リース資産の償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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前の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を引き続き採用しております。 

 当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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 5,026,370 6,564,299 

受取手形及び売掛金 5,481,101 5,201,861 

有価証券 696,155 173,653 

製品 1,179,907 1,314,092 

原材料 1,892,598 1,923,808 

仕掛品 1,356,875 1,448,454 

貯蔵品 14,006 17,013 

その他 1,186,307 1,078,413 

貸倒引当金 △90,666 △58,456 

流動資産合計 16,742,657 17,663,140 

固定資産 

有形固定資産 7,155,448 6,177,818 

無形固定資産 

のれん 891,069 1,723,112 

その他 914,911 1,020,360 

無形固定資産合計 1,805,981 2,743,472 

投資その他の資産 

投資有価証券 0 1,345,870 

その他 1,262,232 682,054 

貸倒引当金 △46,030 △44,988 

投資その他の資産合計 1,216,202 1,982,937 

固定資産合計 10,177,632 10,904,228 

資産合計 26,920,289 28,567,369 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,800,386 4,412,646 

1年内返済予定の長期借入金 300,000 600,000 

未払法人税等 558,559 230,120 

賞与引当金 182,540 213,519 

役員賞与引当金 － 8,963 

その他 1,269,159 659,306 

流動負債合計 6,110,645 6,124,555 

固定負債 

退職給付引当金 6,290 6,422 

負ののれん 10,865 15,389 

その他 243,191 607,879 

固定負債合計 260,347 629,691 

負債合計 6,370,993 6,754,247 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,095,125 3,095,125 

資本剰余金 2,761,941 2,761,941 

利益剰余金 14,432,497 15,162,184 

株主資本合計 20,289,563 21,019,251 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 43,284 470,611 

評価・換算差額等合計 43,284 470,611 

少数株主持分 216,448 323,258 

純資産合計 20,549,296 21,813,121 

負債純資産合計 26,920,289 28,567,369 
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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 11,421,580 

売上原価 7,534,872 

売上総利益 3,886,708 

販売費及び一般管理費 2,211,805 

営業利益 1,674,902 

営業外収益 

受取利息 18,731 

負ののれん償却額 7,902 

その他 9,286 

営業外収益合計 35,920 

営業外費用 

支払利息 4,187 

為替差損 218,368 

持分法による投資損失 307,407 

その他 24,901 

営業外費用合計 554,864 

経常利益 1,155,958 

特別損失 

固定資産除却損 1,485 

関係会社株式評価損 957,362 

たな卸資産評価損 170,455 

持分変動損失 13,803 

特別損失合計 1,143,106 

税金等調整前四半期純利益 12,851 

法人税、住民税及び事業税 672,144 

法人税等調整額 △886,820 

法人税等合計 △214,676 

少数株主利益 58,444 

四半期純利益 169,083 
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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利益 12,851 

減価償却費 490,430 

のれん償却額 81,722 

負ののれん償却額 △7,902 

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,979 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,963 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △132 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,132 

受取利息及び受取配当金 △18,731 

支払利息 4,187 

為替差損益（△は益） △70,636 

持分法による投資損益（△は益） 307,407 

有形固定資産除却損 622 

関係会社株式評価損 957,362 

持分変動損益（△は益） 13,803 

売上債権の増減額（△は増加） △403,131 

たな卸資産の増減額（△は増加） 232,070 

仕入債務の増減額（△は減少） △518,984 

前払年金費用の増減額（△は増加） 24,481 

その他 194,988 

小計 1,308,599 

利息及び配当金の受取額 18,731 

利息の支払額 △4,222 

法人税等の支払額 △341,033 

営業活動によるキャッシュ・フロー 982,074 

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 △1,023,488 

無形固定資産の取得による支出 △1,330 

その他 192 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024,625 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △300,000 

配当金の支払額 △488,777 

少数株主への配当金の支払額 △95,916 

その他 8,425 

財務活動によるキャッシュ・フロー △876,268 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,607 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,015,426 

現金及び現金同等物の期首残高 6,737,953 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,722,526 
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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。 

  

   
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム 

 (2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材 

３ 会計処理の変更 

 ① 「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簿価

切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「光学部材事

業」が56,946千円、「精密加工事業」が14,546千円それぞれ減少しております。 

 ② 「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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「光学部材事

業」が39,680千円、「精密加工事業」が39,680千円それぞれ減少しております。 

  

(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】

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）

光学部材事業 
(千円)

精密加工事業
(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

5,557,544 5,864,036 11,421,580 ─ 11,421,580

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,160,247 ─ 1,160,247 (1,160,247) ─

計 6,717,791 5,864,036 12,581,828 (1,160,247) 11,421,580

営業利益 580,555 1,094,347 1,674,902 ─ 1,674,902
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(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア……………香港、中国 

 (2) 北米………………アメリカ 

 (3) その他の地域……オランダ 

３ 会計処理の変更 

 ① 「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簿価

切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」におい

て71,492千円減少しております。 

 ② 「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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「北米」におい

て79,361千円減少しております。 

  

   
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等 

 (2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等 

 (3) その他の地域……オーストリア、ドイツ、ベルギー等 

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。 

  

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。 

  

【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）

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

その他の
地域 
(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

6,825,133 3,422,581 1,173,866 ─ 11,421,580 ― 11,421,580

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,917,693 63,002 792,839 711,809 4,485,345 (4,485,345) ―

計 9,742,827 3,485,583 1,966,706 711,809 15,906,926 (4,485,345) 11,421,580

営業利益 673,422 324,513 677,325 36,330 1,711,592 (36,689) 1,674,902

【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）

アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,839,513 834,552 552,431 7,226,498

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,421,580

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

51.1 7.3 4.8 63.3

(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) (要約) 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(千円)

Ⅰ 売上高 11,305,082

Ⅱ 売上原価 7,843,217

   売上総利益 3,461,864

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,132,393

   営業利益 1,329,471

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17,332

 ２ 負ののれん償却額 7,067

 ３ たな卸資産売却益 7,590

 ４ その他 14,103

   営業外収益合計 46,093

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 10,333

 ２ 持分法による投資損失 129,389

 ３ 為替差損 202,592

 ４ たな卸資産売却損 323

 ５ たな卸資産廃棄損 47,183

 ６ その他 4,273

   営業外費用合計 394,094

   経常利益 981,470

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 18

 ２ 持分変動益 6,908

   特別利益合計 6,926

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 18,482

   特別損失合計 18,482

      税金等調整前中間(当期)純利益 969,915

      法人税、住民税及び事業税 453,055

      法人税等調整額 △20,920

   法人税等合計 432,135

      少数株主利益 56,687

   中間(当期)純利益 481,091
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 (2) (要約) 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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 969,915

 ２ 減価償却費 454,734

 ３ 負ののれん償却額 △7,067

 ４ 賞与引当金の増減額（△は減少） 15,698

 ５ 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,029

 ６ 退職給付引当金の増減額（△は減少） 916

 ７ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,686

 ８ 受取利息及び受取配当金 △17,332

 ９ 支払利息 10,333

 10 為替差損益（△は益） 103,647

 11 持分法による投資損益（△は益） 129,389

 12 有形固定資産売却損益（△は益） △18

 13 有形固定資産除却損 18,427

 14 持分変動損益（△は益） △6,908

 15 売上債権の増減額（△は増加） 193,354

 16 たな卸資産の増減額（△は増加） 617,229

 17 仕入債務の増減額（△は減少） △660,917

 18 前払年金費用の増減額（△は増加） 18,661

 19 その他 △166,262

    小 計 1,675,458

 20 利息及び配当金の受取額 17,332

 21 利息の支払額 △7,752

 22 法人税等の支払額 △167,351

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,517,686

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △513,973

 ２ 有形固定資産の売却による収入 1,361

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △2,691

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △729,655

 ５ その他 616

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,244,343

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △361,630

 ２ 配当金の支払額 △515,894

 ３ 少数株主への配当金の支払額 △110,924

 ４ その他 △38,271

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,026,721

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 61,555

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △691,823

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,677,810

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 7,985,987
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