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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 361 ― △49 ― △51 ― △52 ―

20年3月期第2四半期 439 △29.7 △361 ― △359 ― △499 ―

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 △1,279.34 ―

20年3月期第2四半期 △17,267.61 ―

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 293 △280 △95.5 △6,789.75

20年3月期 465 △227 △48.8 △5,502.72

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  △280百万円 20年3月期  △227百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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 750 △8.0 △162 ― △166 ― △172 ― △4,164.64

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）  有  

（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  有  

（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 
・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。 
・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。実際の業績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、4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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社トーネット． ）

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 41,300株 20年3月期 41,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 0株 20年3月期 0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 41,300株 20年3月期第2四半期 41,300株
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１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 2四半期連結会計期間においては、原油高をはじめとする物価高騰や米国におけるサブプラ

イムローン問題が影響し金融不安が長期化していることに影響を受け、わが国経済においても、株

式・為替市場の低迷などから、景気の先行き不透明感が強まり、経済全体の混迷が続いております。 

このような状況において、当社の顧客対象である企業の事業環境は芳しくない状況にあり、営業

活動としても困難な傾向があります。 

また、当社グループが属する情報通信関連業界におきましては、通信キャリア大手であるＮＴＴ

グループが2008年3月より次世代ネットワーク「ＮＧＮ」の商用サービスを開始するなど、ブロー

ドバンドを活用したサービスの展開が始まったことに対して、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクグ

ループといった大手キャリアに関しても、情報通信機器である電話機や携帯電話端末販売において

競争激化にある中で、各通信キャリアとしての施策として、固定回線とモバイル回線とを抱き合わ

せた利用サービスプランを出すなど、新しい大きな変化がおこり始めている状況であります。  

こうした状況の中、当社は通信回線の再販による顧客獲得を通じ、顧客企業が利用する通話料金、

保守メンテナンスサービス料金といった様々な商品・サービス利用料の請求を一本化する自社ビリ

ングサービス「フラディオ・コレクト」の提供を行っております。顧客既得権が通信キャリアに帰

属する取次ぎ業務をおこなう同業他社と比較すると、顧客既得権があり毎月の請求業務による顧客

接点に恵まれ継続取引が容易な環境をつくりあげております。しかしながら、顧客企業の事業環境

が芳しくない状況であるため新規取引において苦戦を強いられております。 

 

（売上高） 

売上高につきましては、新規取引環境の悪化及び営業人員の減少により、固定回線の申込獲得や

通信機器販売による売上高は苦戦いたしました。しかしながら、顧客企業による自社ビリングサー

ビス「フラディオ・コレクト」の継続的利用が安定して来ております。その結果、当第 2四半期連

結累計期間におきましては、売上高が361,068千円となりました。 

 

（営業損益・経常損益） 

当第2四半期連結会計期間においては、売上総利益率の高い通信回線獲得による売上が減少したた

め、全体の売上総利益率の低下につながりました。販売管理費に関しては営業人員の減少に対応する

ため採用活動を実施したことから販売管理費に関して微増いたしました。そのため、営業損益・経

常損益に関しては、営業損失は 49,379千円（前年同期比 312,590千円の減少）、経常損失は 51,196

千円（前年同期比 308,199千円の減少）となりました。 

 

（四半期純損益） 

当第 2四半期純損益に関しましては、特別利益、特別損失の影響はないものの、営業損失、経常

損失が計上されているため、当第2四半期連結純損失は52,836千円（前年同期比446,542千円の減

少）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

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資産につきましては、前連結会計年度より171,775千円減少し、

293,776千円となりました。これは主に現金及び預金の増加7,989千円、受取手形及び売掛金の減少

36,219千円、差入保証金の減少118,903千円等によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度より118,621千円減少し、574,192千円となりました。これ

は主に未払金の減少87,145千円、長期借入金の減少26,750千円等によるものであります。純資産に

つきましては、前連結会計年度より53,154千円減少し、△280,416千円となりました。これは主に利

益剰余金の減少52,836千円等によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は68,019千円となりました。収入の主な内訳は、未収消費税の減少

額7,618千円であり、支出の主な内訳は、未払金の増加額86,138千円、売上債権の増加額36,219千円、

税金等調整前四半期純損失54,085千円の計上であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は102,755千円となりました。収入の主な内訳は、保証金の返金によ

る収入118,927千円であり、支出の主な内訳は、無形固定資産の取得による支出13,730円であります。 

（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26,746千円となりました。支出の内訳は、長期借入金の返済26,746

千円であります。 

（現金及び現金同等物） 

 上記の結果、現金及び現金同等物は63,972千円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）連結業績予想数値に関しましては、

平成20年11月14日に開示したとおりであります。 

 

※本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、不確定な

要素を含んでおります。実際の業績は業況の変化などにより上記の予想数値と異なる可能性があり

ます。 
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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） 

（主要な関係会社の異動） 

連結除外：株式会社トーネット． 

第1四半期連結会計期間末において当社の連結子会社であった株式会社トーネット．は、平成20年

7月30日付で全保有株式を譲渡した為、連結範囲から除外しております。 

 

 

(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 

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定する方法によっております。 

 また、棚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。 

 

 

(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 

（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用） 

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。 

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

たな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、

総平均法による原価法（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、利益に与える影響はありません。 
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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 90,572 82,582

  受取手形及び売掛金 65,305 101,524

  商品 1,287 3,274

  その他 19,448 27,927

  貸倒引当金 △13 △13

  流動資産合計 176,600 215,295

 固定資産   

  有形固定資産 19,654 31,845

  無形固定資産 22,118 17,457

  投資その他の資産   

   破産更生債権等 69,052 68,659

   その他 74,961 200,946

   貸倒引当金 △68,610 △68,652

   投資その他の資産合計 75,402 200,953

  固定資産合計 117,176 250,256

 資産合計 293,776 465,551

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 39,264 29,500

  短期借入金 430,000 430,000

  1年内返済予定の長期借入金 53,496 53,492

  未払金 28,222 116,283

  未払法人税等 2,192 7,556

  賞与引当金 － 5,100

  引当金 1,601 1,522

  その他 7,306 8,889

  流動負債合計 562,082 652,345

 固定負債   

  長期借入金 9,760 36,510

  その他 2,350 3,958

  固定負債合計 12,110 40,468

 負債合計 574,192 692,814



 ㈱フリード(9423) 平成 21年 3月期第 2四半期決算短信 

- 6 - 

 
（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 541,131 541,131

  資本剰余金 548,256 548,256

  利益剰余金 △1,368,849 △1,316,013

  株主資本合計 △279,460 △226,624

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △955 △637

  評価・換算差額等合計 △955 △637

 純資産合計 △280,416 △227,262

負債純資産合計 293,776 465,551

      



 ㈱フリード(9423) 平成 21年 3月期第 2四半期決算短信 

- 7 - 

(2) 四半期連結損益計算書 
 

（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) 

売上高 361,068

売上原価 206,839

売上総利益合計 154,228

販売費及び一般管理費  

 給料及び手当 79,334

 その他 124,273

 販売費及び一般管理費合計 203,607

営業損失（△） △49,379

営業外収益  

 受取利息 △5

 受取配当金 30

 その他 3,448

 営業外収益合計 3,474

営業外費用  

 支払利息 4,759

 その他 531

 営業外費用合計 5,291

経常損失（△） △51,196

特別利益  

 前期損益修正益 843

 固定資産売却益 1,590

 その他 0

 特別利益合計 2,433

特別損失  

 前期損益修正損 2,072

 固定資産売却損 3,250

 特別損失合計 5,323

税金等調整前四半期純損失（△） △54,085

法人税、住民税及び事業税 1,092

法人税等調整額 △2,341

法人税等合計 △1,249

四半期純損失（△） △52,836
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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（△） △54,085

 減価償却費 7,518

 のれん償却額 173

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 42

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,100

 引当金の増減額（△は減少） 79

 受取利息及び受取配当金 △25

 支払利息 4,759

 売上債権の増減額（△は増加） 36,219

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,082

 仕入債務の増減額（△は減少） 9,764

 未払金の増減額（△は減少） △86,138

 差入保証金の増減額（△は増加） △23

 固定資産除却損 438

 その他 21,390

 小計 △62,990

 利息及び配当金の受取額 34

 利息の支払額 △4,742

 法人税等の支払額 △6,320

 その他の収入 6,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー △68,019

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 △1,800

 有形固定資産の取得による支出 △3,890

 有形固定資産の売却による収入 2,606

 投資有価証券の取得による支出 △2

 差入保証金の回収による収入 118,927

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,590

 無形固定資産の取得による支出 △13,730

 その他 △944

 投資活動によるキャッシュ・フロー 102,755

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 △26,746

 財務活動によるキャッシュ・フロー △26,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,989

現金及び現金同等物の期首残高 55,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 63,972
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
 

    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、前連結会計年度において、売上高が大幅に減少したこと等により602,597千円の営

業損失を計上し、882,797千円の当期純損失を計上しており、当第2四半期連結累計期間においても

49,379千円の営業損失を計上し、52,836千円の四半期純損失を計上しております。また、前連結会計年

度において営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しており、当第2四半期連結累計期間

においても引き続き営業活動によるキャッシュ･フローのマイナスを計上いたしました。 

当該状況により、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。 

当社グループは、当該状況を解消すべく下記のとおり対応しております。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、当該状況を四半期連結財務諸表には反映し

ておりません。 

   前連結会計年度から引き続き、適正な人事制度による余剰人件費の圧縮や、経営責任を明確にするた

め役員報酬の減額を実施しております。それに加え部長職以上の職責手当の減額、前連結会計年度から

実施しております事業規模に見合った経費全体の見直しにより、一人当たりの固定費の削減を行ってお

ります。 

これらの施策により、当第2四半期連結累計期間におきましては、特に販売費及び一般管理費が前第2

四半期連結累計期間比447,714千円減の203,607千円となる等の効果があらわれ、営業活動によるキャッ

シュ･フローは前第2四半期連結累計期間比163,312千円改善し△68,019千円となりました。 

上記の施策によるキャッシュ・フローの改善の他、新株発行等による資本増強策を採っていく方針で

あります。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、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。 

 

 (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。 
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「参考資料」 

（要約）四半期連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   625,314 100.0  439,851 100.0  1,289,038 100.0 

Ⅱ 売上原価   127,806 20.5  150,498 34.2  357,689 27.8 

売上総利益   497,508 79.5  289,352 65.8  931,349 72.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 役員報酬  37,235   29,914   69,667   

２ 給与手当  433,353   289,477   722,663   

３ 人材派遣料  50,093   15,333   72,774   

４ 法定福利費  54,211   42,679   93,493   

５ 旅費交通費  49,572   22,850   76,872   

６ 通信費  41,140   22,943   65,437   

７ 求人広告費  17,970   2,569   45,622   

８ 支払報酬  34,502   25,804   60,641   

９ 地代家賃  132,805   112,405   253,264   

10 減価償却費  20,413   18,134   40,272   

11 賞与引当金繰入額  20,403   5,100   9,478   

12 貸倒引当金繰入額  1,243   ―   1,333   

13 その他  134,622 1,027,567 164.3 64,110 651,322 148.1 218,473 1,729,996 134.2 

営業損失   530,059 △84.8  361,970 △82.3  798,647 △62.0 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  19   94   97   

２ 受取配当金  18   26   38   

３ その他  2,219 2,257 0.4 7,524 7,644 1.7 3,312 3,449 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  1,021   4,705   4,530   

２ 株式交付費  ―   ―   2,622   

３ その他  564 1,586 0.3 365 5,070 1.1 1,389 8,543 0.7 

経常損失   529,388 △84.7  359,395 △81.7  803,741 △62.4 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益           

１ 賞与引当金戻入益  11,792   934   11,792   

２ 投資有価証券売却益  ―   ―   2,728   

３ 事務所移転補償金  ―   ―   53,500   

４ 貸倒引当金戻入益  ―   68   ―   

５ 前期損益修正益 ※1 ― 11,792 1.9 43 1,046 0.2 ― 68,021 5.3 

Ⅶ 特別損失           

１ 過年度リース解約損  959   797   1,324   

２ 前期損益修正損 ※2 ―   ―   5,862   

３ 固定資産除却損 ※3 32   32,873   5,298   

４ 投資有価証券評価損  ―   ―   390   

５ 減損損失 ※4 ― 991 0.1 100,793 134,463 30.5 ― 12,875 1.0 

税金等調整前中間 
(当期)純損失 

  518,587 △82.9  492,813 △112.0  748,595 △58.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,378   3,182   4,702   

法人税等調整額  73,955 77,333 12.4 3,382 6,565 1.5 74,319 79,022 6.1 

中間(当期)純損失   595,920 △95.3  499,379 △113.5  827,618 △64.2 
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（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 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） 
純損失(△) 

 △518,587 △492,813 △748,595 

２ 減価償却費  20,509 18,225 40,638 

３ 減損損失  ― 100,793 ― 

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少)  1,233 △1,261 1,323 

５ 賞与引当金の増減額(△は減少)  △70,761 △4,378 △81,686 

６ インセンティブ返金損失引当金の 
  増減額(△は減少) 

 △27,827 △4,019 △49,199 

７ 受取利息及び受取配当金  △37 △120 △136 

８ 支払利息  1,021 4,705 4,530 

９ 投資有価証券売却益  ― ― △2,728 

10 事務所移転補償金  ― ― △53,500 

11 株式交付費  ― ― 2,622 

12 売上債権の増減額(△は増加)  270,225 22,534 265,967 

13 たな卸資産の増減額(△は増加)  △145,817 47,731 △54,054 

14 仕入債務の増減額(△は減少)  △20,926 4,193 △22,789 

15 未払金の増減額(△は減少)  △23,971 △17,421 △48,419 

16 営業保証金の増減額(△は増加)  △43,094 42,956 6,918 

17 固定資産除却損  ― 32,873 5,298 

18 未払消費税等の増減額(△は減少)  △33,710 226 ― 

19 その他  △26,833 19,602 △35,745 

小計  △618,578 △226,171 △769,556 

20 利息及び配当金の受取額  39 131 112 

21 利息の支払額  △1,356 △4,717 △4,808 

22 供託金の支払額  △12,000 ― △12,000 

23 供託金の戻り額  ― ― 6,000 

24 法人税等の支払額  △150,271 △573 △152,306 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △782,166 △231,331 △932,559 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 定期預金の預入による支出  △2,400 △1,800 △4,300 

２ 定期預金の解約による収入  ― ― 6,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △8,754 △17,535 △19,240 

４ 無形固定資産の取得による支出  △2,962 ― △8,002 

５ 投資有価証券の取得による支出  △2,398 △601 △3,300 

６ 投資有価証券の売却による収入  ― ― 19,658 

７ 貸付金の回収による収入   ― ― 700 

８ 保証金の差入による支出  △11,684 △396 △52,068 

９ 保証金の返金による収入  3,561 27,566 31,638 

10 事務所移転補償金の受取額  ― ― 53,500 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △24,638 7,233 24,584 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

１ 短期借入れによる収入  350,000 600,000 511,630 

２ 短期借入金の返済による支出  △41,652 △378,392 △333,238 

３ 長期借入れによる収入  100,000 ― 100,000 

４ 長期借入金の返済による支出  ― △16,666 △16,666 

５ 配当金の支払額  △42,900 ― △42,900 

６ 株式の発行による収入  ― ― 301,034 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 365,448 204,942 519,860 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△は減少) 

 △441,356 △19,156 △388,113 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  562,125 174,011 562,125 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 

 120,768 154,855 174,011 
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