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(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

  営業収益［売上高］ 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年３月期第３四半期 4,906[4,535] 7.4[ 7.9] 178 18.7 243 19.4 79 26.5 

20年３月期第３四半期 4,569[4,204] △0.1[△0.5] 150 △41.6 203 △32.5 62 103.8 

20年３月期 6,033[5,554] 0.8[  0.5] 179 △43.1 243 △35.4 29 － 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

21年３月期第３四半期 4 84 － － 

20年３月期第３四半期 3 82 － － 

20年３月期 1 79 － － 

(2）連結財政状態 

  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３四半期 4,529 3,073 67.9 187 54 

20年３月期第３四半期 4,625 3,121 67.5 190 39 

20年３月期 4,513 3,082 68.3 188 02 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

21年３月期第３四半期 244 △11 △154 531 

20年３月期第３四半期 119 △242 △160 435 

20年３月期 241 △292 △206 456 
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２．配当の状況 

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日 ～ 平成21年３月20日） 【参考】 

 平成20年４月30日に公表いたしました通期業績予想値に変更はありません。 

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） ： 無 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 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。 

  １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 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 － － 2 00 － － 2 00 4 00 

21年３月期（予想） － － 2 00 － － 2 00 4 00 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご覧ください。 
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【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 

 当第３四半期におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題に起因する世界的な金融市場の混

乱、株価の大幅な下落、急激な円高の進行などにより、景気の後退が顕著になってまいりました。 

 外食産業におきましても、産地や賞味期限の偽装問題などが多発し、食の安心・安全に対する関心が一層高まるな

か、実所得の低迷を主要因として消費マインドは悪化しており、経営環境はより一層厳しさを増しております。 

 このような厳しい経営環境のもとではありますが、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）では、「お

客さまの信頼にこたえるために、新しい価値を！」を年度スローガンに掲げ、「食」への安全・安心の確保はもとよ

り、競争の激しさを増す外食産業を生き抜くために、お客様の信頼を 優先にして現状の改善を進めております。ひ

とつひとつの食材を見直し、より本物志向、より健康志向の商品を提供するとともに、店舗環境をより整備し、「接

客が素晴らしい」といわれるサービスの向上に努めております。 

 ８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては来店客数の増加、売上高の増加をはかるべく、ポイントを絞

り込んだ効果的なマーケティング活動の実施に重点を置いて、積極的かつ効率的な広告宣伝、販売促進活動に努めて

まいりました。 

 当第３四半期末の当社グループ店舗数は256店舗となっております。その内訳は、らーめん事業150店舗、中華事業

２店舗、和食事業８店舗、海外96店舗であります。 

 以上の結果、８番らーめんフランチャイズチェーン加盟店を含む既存店末端売上高が前年同期比2.3％増で推移した

こと、前期に出店した直営店の稼動が寄与したこと、外販売上高が28.2％増となったことなどにより、当第３四半期

の売上高は45億35百万円（前年同期比7.9％増）、営業収益（ロイヤリティ収入等を含む）は49億６百万円(前年同期

比7.4％増)となりました。 

 品質維持を絶対条件としたコストダウンに努めておりますが、コスト負担は依然として営業利益への圧迫要因とな

っております。なお、売上高原価率は前年同期に比べ１.8ポイント増の49.0％となっております。 

 一方、加盟店営業の活性化のために行った販売促進に伴う一時費用の増加はあるものの、販売管理費の効果的な支

出に努めたほか、前年同期に開店した直営店舗の開業費用の減少により、営業利益は１億78百万円(前年同期比18.7％

増)となりました。経常利益は、営業利益の増加のほか、タイ王国での事業好調による合弁企業からの配当金26百万円

があったことにより、２億43百万円(前年同期比19.4％増)となりました。当期純利益は、特別損失に減損損失を59百

万円（前年同期は31百万円）計上したことにより79百万円（前年同期比26.5％増）となりました。 

事業の部門別の状況につきましては次のとおりであります。 

（ＦＣ部門） 

 ８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては、食材の見直しを積極的に行い、より本物志向、より健

康志向の商品の提供を継続して行っております。当期は、品質をアップした餃子による「８番の餃子Ｗがお得」

キャンペーンを２回実施し、来店客数の確保を行いました。営業力の強化として、調理技術の維持向上を目的と

した「フライパンマイスター制度」、接客サービスレベルの維持向上を目的とした「サービスマイスター制度」

もそれぞれ、個店ごとの直接指導を通じて、継続して実施しております。 

 海外出店活動は、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店を行っております。当第３四

半期末の店舗数は、タイ王国85店舗、香港９店舗、台湾２店舗を展開しており、海外店舗数は合計96店舗となっ

ております。 

 この結果、当第３四半期末加盟店舗数は222店舗（内海外96店舗）、加盟店向け製商品売上高は,17億86百万円

（前年同期比1.5％増）となりました。 

（直営部門） 

 直営部門の当第３四半期末直営店舗数は新規出店が２店舗、加盟店からの転換が１店舗あり、34店舗となって

おります。新規出店ならびに前期に開店した店舗が寄与したことにより、売上高は22億20百万円（前年同期比

9.3％増）となりました。 

（外販部門） 

 当社製品を主要販売品目とする外販部門は、販売環境の厳しさが続くなか、生麺ブランド「八番麺工房（はち

ばんめんこうぼう）」を国内各地のスーパーマーケットを中心に販売チャネルを拡大し、販売の拡大に努めてお

ります。 

 この結果、売上高は５億28百万円（前年同期比28.2％増）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 

 当第３四半期の財政状態の分析は、以下のとおりであります。    

 ①連結財政状態の分析    

（資産）  

 当第３四半期末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加して45億29百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産が１億5百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が91百万円、現金及び預金が

74百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期末における負債の残高は前連結会計年度末に比べ25百万円増加して14億56百万円となりまし

た。これは主に賞与引当金が43百万円減少したものの買掛金が69百万円増加したことによるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ8百万円減少して30億73百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が13百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が21百万円減少したことに

よるものであります。 

 ②連結キャッシュ・フローの分析 

 当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、有形固定資産の取得による

支出が91百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益が１億85百万円あったことにより、前連結会計年度末

に比べ、74百万円増加し５億31百万円となりました。  

 当第３四半期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、２億44百万円（前年同期比105.5%増）となりました。これは主に売上債

権の増加額が91百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益１億85百万円（前年同期比9.1%増）や減価償

却費１億36百万円（前年同期比2.1%減）などがあったこと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）  

 投資活動によって使用した資金は、11百万円（前年同期比95.1%減）となりました。これは主に貸付金の回収

による収入45百万円（前年同期比0.1%増）があったものの、有形固定資産の取得による支出91百万円（前年同

期比61.8%減）などがあったこと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）  

 財務活動によって使用した資金は、１億54百万円（前年同期比3.2%減）となりました。これは主に配当金の

支払額65百万円（前年同期比11.2%減）や長期借入金の返済による支出43百万円（前年同期比40.3%減）などが

あったことによるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期における業績は、ほぼ計画どおりに推移しております。現時点におきましては、平成20年４月30日に

公表いたしました通期業績予想値に変更はありません。 

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） 

 該当事項はありません。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

 （千円未満は切捨表示）

科目 

前年同四半期末 
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末 
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ．流動資産           

 １．現金及び預金 438,747 534,323 95,576 21.8 459,705 

 ２．受取手形及び売掛金 377,480 440,608 63,128 16.7 349,189 

 ３．たな卸資産 87,623 96,963 9,340 10.7 75,206 

 ４．繰延税金資産 65,088 59,865 △5,222 △8.0 65,634 

 ５．その他 183,135 187,964 4,829 2.6 129,178 

 ６．貸倒引当金 △1,466 △1,687 △221 15.1 △1,105 

流動資産合計 1,150,608 1,318,039 167,430 14.6 1,077,808 

Ⅱ．固定資産           

 １．有形固定資産           

 (1) 建物及び構築物 907,353 808,222 △99,130 △10.9 887,857 

 (2) 機械装置及び運搬具 94,332 81,002 △13,330 △14.1 88,203 

 (3) 工具、器具及び備品 143,228 104,713 △38,515 △26.9 128,239 

 (4) 土地 1,053,501 1,053,501 － － 1,053,501 

 (5) 建設仮勘定 － 4,952 4,952 － － 

 有形固定資産合計 2,198,416 2,052,392 △146,023 △6.6 2,157,801 

 ２．無形固定資産           

 無形固定資産合計 67,361 86,791 19,429 28.8 105,797 

 ３．投資その他の資産           

 (1) 投資有価証券 275,591 235,029 △40,561 △14.7 267,234 

 (2) 長期貸付金 93,387 33,600 △59,787 △64.0 103,347 

 (3) 関係会社出資金 95,664 59,920 △35,744 △37.4 77,875 

 (4) 差入保証金 355,160 341,238 △13,922 △3.9 355,499 

 (5) 保険積立金 244,333 248,842 4,509 1.8 245,479 

 (6) 繰延税金資産 84,531 94,634 10,102 12.0 64,566 

 (7) その他 99,855 88,381 △11,473 △11.5 88,380 

 (8) 貸倒引当金 △39,872 △29,145 10,727 △26.9 △30,333 

 投資その他の資産合計 1,208,651 1,072,501 △136,150 △11.3 1,172,049 

固定資産合計 3,474,429 3,211,685 △262,744 △7.6 3,435,649 

資産合計 4,625,038 4,529,724 △95,313 △2.1 4,513,458 
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科目 

前年同四半期末 
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末 
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）           

Ⅰ．流動負債           

 １．買掛金 216,348 247,967 31,619 14.6 178,783 

 ２．短期借入金 217,376 200,944 △16,432 △7.6 221,376 

 ３．一年内償還社債 70,000 70,000 － － 70,000 

 ４．未払法人税等 39,066 65,925 26,858 68.7 28,272 

 ５．賞与引当金 44,692 44,982 289 0.6 88,715 

 ６．役員賞与引当金 10,502 － △10,502 △100.0 － 

 ７．未払費用 235,824 274,113 38,288 16.2 235,002 

 ８．その他 67,675 81,766 14,090 20.8 55,196 

流動負債合計 901,485 985,698 84,212 9.3 877,346 

Ⅱ．固定負債           

 １．社債 70,000 － △70,000 △100.0 35,000 

 ２．長期借入金 98,758 51,814 △46,944 △47.5 84,164 

 ３．役員退職慰労引当金 223,418 228,649 5,231 2.3 225,316 

 ４．預り保証金 209,857 190,099 △19,758 △9.4 209,258 

固定負債合計 602,033 470,562 △131,471 △21.8 553,738 

負債合計 1,503,519 1,456,261 △47,258 △3.1 1,431,085 

（純資産の部）           

Ⅰ．株主資本           

 １．資本金 1,518,454 1,518,454 － － 1,518,454 

 ２．資本剰余金 1,481,671 1,481,671 － － 1,481,671 

 ３．利益剰余金 294,881 275,325 △19,556 △6.6 261,567 

 ４．自己株式 △214,441 △216,722 △2,280 1.1 △215,140 

株主資本合計 3,080,565 3,058,729 △21,836 △0.7 3,046,553 

Ⅱ．評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金 

40,953 14,734 △26,218 △64.0 35,819 

評価・換算差額等合計 40,953 14,734 △26,218 △64.0 35,819 

純資産合計 3,121,518 3,073,463 △48,055 △1.5 3,082,373 

負債純資産合計 4,625,038 4,529,724 △95,313 △2.1 4,513,458 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

 （千円未満は切捨表示）

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期
第３四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期
第３四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ．売上高 4,204,340 4,535,232 330,892 7.9 5,554,272 

Ⅱ．売上原価 1,986,202 2,221,610 235,408 11.9 2,642,140 

売上総利益 2,218,137 2,313,621 95,484 4.3 2,912,132 

Ⅲ．営業収入 365,310 370,804 5,494 1.5 479,196 

営業総利益 2,583,447 2,684,426 100,978 3.9 3,391,328 

Ⅳ．販売費及び一般管理費 2,433,405 2,506,388 72,982 3.0 3,212,158 

 １．運賃 182,768 203,035 20,266 11.1 242,412 

 ２．役員報酬 83,499 82,704 △795 △1.0 111,351 

 ３．給与手当 911,049 964,055 53,005 5.8 1,192,862 

 ４．賞与引当金繰入額 39,255 41,610 2,354 6.0 77,713 

 ５．退職給付費用 13,244 14,871 1,627 12.3 17,632 

 ６．役員退職慰労引当金繰
入額 

8,011 4,603 △3,408 △42.5 9,909 

 ７．地代家賃 178,973 196,080 17,107 9.6 243,308 

 ８．水道光熱費 124,351 138,972 14,621 11.8 169,711 

 ９．減価償却費 104,126 102,910 △1,216 △1.2 146,060 

 10．その他 788,125 757,545 △30,580 △3.9 1,001,198 

営業利益 150,042 178,038 27,996 18.7 179,169 

Ⅴ．営業外収益 118,117 126,392 8,274 7.0 153,649 

 １．受取利息 5,167 3,773 △1,393 △27.0 6,943 

 ２．受取配当金 11,033 26,220 15,187 137.7 11,034 

 ３．賃貸収益 54,980 50,040 △4,939 △9.0 73,560 

 ４．保険金収入 2,195 2,629 434 19.8 2,302 

 ５．受入手数料 25,185 25,716 531 2.1 33,680 

 ６．電算機器使用料収入 12,279 12,200 △79 △0.6 16,362 

 ７．その他 7,276 5,810 △1,466 △20.2 9,766 

Ⅵ．営業外費用 64,297 61,061 △3,236 △5.0 89,229 

 １．支払利息 5,131 3,958 △1,172 △22.9 6,666 

 ２．賃貸費用 55,001 49,476 △5,524 △10.0 73,507 

 ３．その他 4,164 7,625 3,460 83.1 9,055 

経常利益 203,862 243,369 39,507 19.4 243,589 
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日）  （千円未満は切捨表示） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期
第３四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期
第３四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅶ 特別利益 592 1,253 661 111.7 592 

   固定資産売却益 592 1,253 661 111.7 592 

Ⅷ 特別損失 34,498 59,152 24,653 71.5 92,891 

 １．固定資産除却損 2,706 － △2,706 △100.0 4,808 

 ２．減損損失 31,602 59,152 27,550 87.2 70,014 

 ３．関係会社株式評価損 189 － △189 △100.0 18,068 

税金等調整前四半期（当期）
純利益 

169,956 185,470 15,514 9.1 151,290 

税金費用 107,251 106,147 △1,104 △1.0 121,899 

四半期（当期）純利益 62,704 79,323 16,619 26.5 29,391 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 305,972 △212,550 3,093,549 

第３四半期連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △73,796   △73,796 

四半期純利益     62,704   62,704 

自己株式買取       △1,891 △1,891 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） 

          

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － △11,091 △1,891 △12,983 

平成19年12月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 294,881 △214,441 3,080,565 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,160,071 

第３四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   － △73,796 

四半期純利益   － 62,704 

自己株式買取   － △1,891 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） 

△25,569 △25,569 △25,569 

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

△25,569 △25,569 △38,552 

平成19年12月20日 残高（千円） 40,953 40,953 3,121,518 
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日）  （千円未満は切捨表示） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 261,567 △215,140 3,046,553 

第３四半期連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △65,566   △65,566 

四半期純利益     79,323   79,323 

自己株式買取       △1,581 △1,581 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） 

          

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － 13,757 △1,581 12,175 

平成20年12月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 275,325 △216,722 3,058,729 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成20年３月20日 残高（千円） 35,819 35,819 3,082,373 

第３四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   － △65,566 

四半期純利益   － 79,323 

自己株式買取   － △1,581 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） 

△21,085 △21,085 △21,085 

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

△21,085 △21,085 △8,909 

平成20年12月20日 残高（千円） 14,734 14,734 3,073,463 
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日） 

（千円未満は切捨表示） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 305,972 △212,550 3,093,549 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当     △73,796   △73,796 

当期純利益     29,391   29,391 

自己株式買取       △2,590 △2,590 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － △44,405 △2,590 △46,995 

平成20年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 261,567 △215,140 3,046,553 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,160,071 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   － △73,796 

当期純利益   － 29,391 

自己株式買取   － △2,590 

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△30,702 △30,702 △30,702 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△30,702 △30,702 △77,698 

平成20年３月20日 残高（千円） 35,819 35,819 3,082,373 

株式会社ハチバン（9950） 平成21年3月期第３四半期財務・業績の概況

10/12



(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （千円未満は切捨表示）

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成20年３月期） 

区分 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       

税金等調整前四半期（当期）純利益  169,956 185,470 151,290 

減価償却費 139,249 136,378 193,873 

為替差損 412 3,227 4,685 

減損損失 31,602 59,152 70,014 

関係会社株式評価損 189 － 18,068 

役員退職慰労引当金の増減額 △446 3,333 1,451 

賞与引当金の減少額 △44,274 △43,733 △251 

貸倒引当金の減少額 △1,350 △605 △11,251 

役員賞与引当金の増加額 10,502 － － 

受取利息及び受取配当金 △5,167 △29,994 △17,977 

支払利息 5,131 3,958 6,666 

有形固定資産除却損 2,706 － 4,808 

有形固定資産売却益 △592 △1,253 △592 

売上債権の増加額 △83,268 △91,418 △54,978 

たな卸資産の増加額 △12,918 △21,757 △501 

仕入債務の増加額 60,164 69,184 22,599 

その他  10,125 26,078 △5,203 

小計 282,022 298,021 382,704 

利息及び配当金の受取額 5,167 29,994 17,977 

利息の支払額 △5,149 △3,958 △5,238 

法人税等の支払額 △162,836 △79,100 △154,093 

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,203 244,956 241,350 
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期 
第３四半期） 

（参考）前期 
（平成20年３月期） 

区分 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       

投資有価証券の取得による支出 △23,815 － △23,815 

有形固定資産の取得による支出 △238,555 △91,169 △257,475 

有形固定資産の売却による収入 1,298 5,658 1,298 

無形固定資産の取得による支出 △4,427 △4,221 △51,167 

無形固定資産の売却による収入 － 72 － 

差入保証金の払込による支出 △46,395 △9,179 △47,873 

差入保証金の返還による収入 24,015 23,440 25,153 

出資金の返還による収入 － 17,955 － 

貸付金の回収による収入 45,540 45,563 60,916 

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,341 △11,881 △292,963 

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 △1,000 △9,000 3,000 

長期借入による収入 35,000 － 35,000 

長期借入金の返済による支出 △73,336 △43,782 △87,930 

社債の償還による支出 △45,000 △35,000 △80,000 

自己株式の取得による支出 △1,891 △1,581 △2,590 

配当金の支払額 △73,796 △65,566 △73,796 

財務活動によるキャッシュ・フロー △160,023 △154,929 △206,316 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 △412 △3,227 △4,685 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 △283,574 74,918 △262,616 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 719,321 456,705 719,321 

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 435,747 531,623 456,705 
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