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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 99,395 ― 9,263 ― 9,633 ― 5,622 ―

20年3月期第3四半期 100,317 7.0 11,445 4.3 11,904 1.5 3,354 △49.9

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3四半期 107.17 ―

20年3月期第3四半期 63.72 ―

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 103,320 78,818 69.4 1,388.27
20年3月期 111,827 85,751 69.0 1,465.93

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  71,689百万円 20年3月期  75,482百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― 16.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 16.00 32.00

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 122,000 △8.8 7,800 △46.6 7,200 △52.9 3,500 △28.2 66.97

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．上記の平成21年３月期の連結業績予想は、平成20年10月27日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては平成21年１月19日付の「業績予
想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。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、及び上記１に係る業績
予想の具体的修正内容は、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。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  52,644,030株 20年3月期  52,644,030株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,004,185株 20年3月期  3,774株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  52,464,799株 20年3月期第3四半期  52,640,375株
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   当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は99,395百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は9,263百万円

（前年同期比19.1％減）、経常利益は9,633百万円（前年同期比19.1％減）となりました。四半期純利益につきまし

ては、移転価格税制に基づく過年度法人税等の税金費用の減少により、5,622百万円（前年同期比67.6％増）となり

ました。  

  
   事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 （二輪車用クラッチ部門） 

  欧米向け大型二輪車用クラッチ販売は減少いたしましたが、主にインドネシア、ベトナム及びブラジルにおける

二輪車需要の拡大により、二輪車用クラッチ部門の売上高は53,896百万円（前年同期比4.0％増）となりました。営

業利益につきましては為替影響等もあり7,830百万円となりました。  

 （四輪車用クラッチ部門） 

  平成20年１月より量産を開始した中国の子会社の売上面での寄与もありましたが、主に日本・米国における四輪

車需要の急激な減少及び為替換算による影響等により、四輪車用クラッチ部門の売上高は38,761百万円（前年同期

比4.4％減）、営業利益は1,198百万円となりました。  

 （その他の部門） 

  主に北米におけるＡＴＶ（バギー車）の需要減少に加え為替換算による影響もあり、その他の部門の売上高は

6,737百万円（前年同期比15.0％減）、営業利益は234百万円となりました。 

  
  所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （日本） 

  四輪車需要の低迷に加え、中国の子会社が四輪オートマチック車用クラッチの量産を開始したことに伴う、中国

向け四輪オートマチック車用クラッチ販売の減少及び輸出用の大型二輪車用クラッチ・ＡＴＶ用クラッチ販売の減

少等により売上高は30,436百万円、営業利益は1,306百万円となりました。  

 （北米） 

  四輪車における小型車への需要シフト、第３四半期以降の急激な販売台数の減少及びＡＴＶの需要減少、並びに

為替換算による影響等により売上高は18,583百万円、営業利益は746百万円となりました。  

 （アジア） 

  主にインドネシア、ベトナムにおける二輪車用クラッチ販売の増加に加え、四輪オートマチック車用クラッチの

量産を開始した中国の子会社の寄与もあり売上高は43,363百万円となりました。営業利益につきましては償却費の

増加、為替影響等により5,556百万円となりました。  

 （その他の地域） 

  ブラジル、英国における二輪車用クラッチ販売の増加により、売上高は7,012百万円、営業利益は1,168百万円と

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。従いまして、当第３四半期連

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。 

  

当第３四半期末の総資産は103,320百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,609百万円減少いたしました。流動

資産は50,012百万円となり、6,067百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が5,094百万円減少したこと

等によるものであります。固定資産は53,307百万円となり、前連結会計年度末に比べ 3,542百万円減少いたしまし

た。これは主に為替換算に伴う有形固定資産の減少1,611百万円及び投資有価証券の時価評価による減少1,771百万

円等によるものであります。 

当第３四半期末の負債合計は24,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,142百万円減少いたしました。流動

負債は20,889百万円となり、3,444百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等の減少1,520百万円、賞与引

当金の減少618百万円等によるものであります。固定負債は3,611百万円となり、698百万円減少いたしました。これ

は主に投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債の減少860百万円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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当第３四半期末の純資産は78,818百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,466百万円減少いたしました。これは

利益剰余金が4,086百万円増加したものの、自己株式の増加1,115百万円、及びその他有価証券評価差額金が1,155百

万円、為替換算調整勘定が5,607百万円、少数株主持分が1,674百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。 

  

〔キャッシュ・フローの状況〕  

当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は15,824百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,102百万円減少い

たしました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果、得られた資金は9,506百万円となりました。 

主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益9,966百万円、減価償却費5,998百万円等であります。 

主なマイナス要因は、法人税等の支払額4,450百万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）  

投資活動の結果、使用した資金は7,108百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得よる支出8,106百万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） 

財務活動の結果、使用した資金は4,060百万円となりました。  

主な要因は、配当金の支払額2,478百万円（内、少数株主への配当金の支払額985百万円を含む。）及び自己株式

の取得による支出1,115百万円によるものであります。 

  

  

  主に北米、日本における主要顧客の急激な減産に伴い四輪車用クラッチ販売の大幅な減少が見込まれることに加

え、為替も前回公表時点の想定レートを上回る円高で推移しているため、平成20年10月27日公表の連結・個別業績

予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年１月19日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

  なお、為替レートにつきましては、第４四半期の想定レートを１米ドル100円から90円、通期の想定レートを１米

ドル103円06銭から99円64銭に変更しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  

 ① 棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に

係る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。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、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する方法

によっております。 

 ③ 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ましては、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ため、前連結会計年度決算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。 

  

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 
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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  税金費用については、当第３四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。 

  

（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）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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法及び先入先出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 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均法及び先入先出法による原価法（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、当第３四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

178百万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。 

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」の適用 

  第１四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  なお、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を２年～10年としておりましたが、法人税法の改

正を契機として見直しを行った結果、第１四半期連結会計期間より２年～９年に変更しております。 

これにより、当第３四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119百万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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 16,758 21,852

受取手形及び売掛金 16,985 17,542

製品 2,238 2,101

原材料 6,269 6,801

仕掛品 3,019 2,406

貯蔵品 1,374 1,599

その他 3,401 3,811

貸倒引当金 △33 △34

流動資産合計 50,012 56,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,570 19,554

減価償却累計額 △8,926 △8,797

建物及び構築物（純額） 13,643 10,757

機械装置及び運搬具 58,588 58,795

減価償却累計額 △38,056 △37,476

機械装置及び運搬具（純額） 20,531 21,318

工具、器具及び備品 10,478 10,505

減価償却累計額 △8,339 △8,232

工具、器具及び備品（純額） 2,139 2,273

土地 7,301 7,609

建設仮勘定 1,658 4,928

有形固定資産合計 45,274 46,886

無形固定資産   

のれん 143 204

その他 712 767

無形固定資産合計 855 971

投資その他の資産   

投資有価証券 4,465 6,237

その他 2,761 2,801

貸倒引当金 △50 △47

投資その他の資産合計 7,176 8,991

固定資産合計 53,307 56,849

資産合計 103,320 112,930
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,171 9,122

ファクタリング債務 3,458 3,804

短期借入金 1,181 1,661

未払法人税等 2,668 4,188

賞与引当金 757 1,376

その他 3,652 4,181

流動負債合計 20,889 24,334

固定負債   

長期借入金 653 748

退職給付引当金 1,191 1,179

役員退職慰労引当金 422 386

その他 1,344 1,996

固定負債合計 3,611 4,310

負債合計 24,501 28,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,175 4,175

資本剰余金 4,566 4,566

利益剰余金 67,450 63,364

自己株式 △1,122 △7

株主資本合計 75,070 72,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,522 2,678

為替換算調整勘定 △4,902 705

評価・換算差額等合計 △3,380 3,383

少数株主持分 7,129 8,803

純資産合計 78,818 84,285

負債純資産合計 103,320 112,930

6

㈱エフ・シー・シー （7296） 平成21年３月期　第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 99,395

売上原価 80,951

売上総利益 18,443

販売費及び一般管理費  

荷造及び発送費 1,355

給料及び手当 2,091

賞与引当金繰入額 140

退職給付費用 174

役員退職慰労引当金繰入額 58

減価償却費 179

研究開発費 2,552

その他 2,628

販売費及び一般管理費合計 9,180

営業利益 9,263

営業外収益  

受取利息 357

受取配当金 129

持分法による投資利益 85

その他 232

営業外収益合計 804

営業外費用  

支払利息 105

為替差損 292

その他 36

営業外費用合計 433

経常利益 9,633

特別利益  

前期損益修正益 64

固定資産売却益 437

その他 0

特別利益合計 502

特別損失  

固定資産除売却損 167

その他 2

特別損失合計 169

税金等調整前四半期純利益 9,966

法人税等 3,305

少数株主利益 1,038

四半期純利益 5,622
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 9,966

減価償却費 5,998

のれん償却額 61

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △615

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35

受取利息及び受取配当金 △486

支払利息 105

為替差損益（△は益） 40

持分法による投資損益（△は益） △85

前期損益修正損益（△は益） △64

固定資産除売却損益（△は益） △270

売上債権の増減額（△は増加） △1,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,252

その他の資産の増減額（△は増加） 126

仕入債務の増減額（△は減少） 1,159

ファクタリング債務の増減額（△は減少） △359

その他の負債の増減額（△は減少） 492

未払消費税等の増減額（△は減少） △93

小計 13,631

利息及び配当金の受取額 248

利息の支払額 △105

その他 181

法人税等の支払額 △4,450

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,506

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 △667

定期預金の払戻による収入 1,413

有形固定資産の取得による支出 △8,106

有形固定資産の売却による収入 515

無形固定資産の取得による支出 △50

投資有価証券の取得による支出 △35

投資その他の資産の増減額（△は増加） △43

貸付けによる支出 △303

貸付金の回収による収入 178

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,108
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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（△は減少） △417

長期借入金の返済による支出 △48

自己株式の取得による支出 △1,115

配当金の支払額 △1,493

少数株主への配当金の支払額 △985

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,102

現金及び現金同等物の期首残高 19,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,824
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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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  当社グループは、二輪車・四輪車及び汎用機用クラッチの製造販売を主な事業としております。セグメント売

上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高の合計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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）   

   （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

       (1) 北米…………………米国 

       (2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

       (3) その他の地域………ブラジル、英国 

      ３．会計処理の方法の変更 

       （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

                「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」に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて当第３四半期連結累計期

間の営業利益が日本で178百万円減少しております。 

      ４．追加情報 

         追加情報に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として見直しを行った

結果、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が日本で119百万円減少しており

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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 

北米 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

その他の 

 地域  

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

 全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高               

(1）

 

外部顧客に対す

る売上高 
 30,436  18,583  43,363    7,012  99,395  －  99,395

(2）

 

 

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 11,289  984  1,775  674  14,723 (14,723)  －

  計  41,726  19,567  45,138  7,687  114,119 (14,723)  99,395

 営業利益  1,306  746  5,556  1,168  8,777  485  9,263
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    （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

           ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

             (1) 北米…………………米国 

             (2) アジア………………タイ、インドネシア、インド、中国、台湾、ベトナム、フィリピン 

            (3) その他の地域………ブラジル、英国、イタリア 

           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。 

  

  

〔海外売上高〕 

  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  北米 アジア その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,341  43,402    7,592  72,336

Ⅱ 連結売上高（百万円）    －    －    －  99,395

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 21.5  43.7    7.6  72.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

 区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  100,317

Ⅱ 売上原価  80,195

 売上総利益  20,121

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,676

 営業利益  11,445

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  553

２．受取配当金  121

３．持分法による投資利益  82

４．その他  211

営業外収益合計  968

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  63

２．為替差損  398

３．その他  46

営業外費用合計  508

 経常利益  11,904

Ⅵ 特別利益      

１．前期損益修正益  51

２．固定資産売却益  34

３．その他  0

特別利益合計  87

Ⅶ 特別損失      

１．前期損益修正損  22

２．固定資産除売却損  76

特別損失合計  99

 税金等調整前四半期純利益  11,892

 税金費用  3,888

 過年度法人税等  3,389

 少数株主利益  1,260

 四半期純利益  3,354
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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利益  11,892

 減価償却費  5,845

 売上債権の増減額（増加：△）  973

 たな卸資産の増減額（増加：△） △251

 仕入債務の増減額（減少：△） △816

 ファクタリング債務の増減額（減少：△）  200

 その他 △3,955

小計  13,889

 その他  563

 法人税等の支払額 △5,163

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,289

       

Ⅱ 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 △12,159

 その他 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,195

       

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー：      

 借入金の純増減額（減少：△）  73

 自己株式の純増減額（増加：△） △0

 配当金の支払額 △1,336

 その他 △1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,418

       

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  678

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △4,645

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  20,961

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  16,315
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