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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 1,827,789 ― 68,778 ― 51,460 ― △68,104 ―
20年3月期第3四半期 1,756,201 8.3 181,733 △3.6 150,453 12.4 94,241 15.0

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 △87.48 ―
20年3月期第3四半期 120.82 ―

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 5,545,519 1,612,532 28.4 2,023.22
20年3月期 5,636,257 1,752,459 30.4 2,199.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,574,925百万円 20年3月期  1,712,665百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年3月期 ― 30.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 60.00

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 2,560,000 5.2 123,000 △27.0 75,000 △39.0 △54,000 ― △69.37

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，５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．第１四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を適用しております。また，「四半期連結財
務諸表規則」に準拠し，「電気事業会計規則」に準じて四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．平成２１年３月期の業績見通しに関する事項につきましては，平成20年12月22日に公表しました予想値を変更しております。 
  業績予想に関する事項につきましては，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ならびに，本日平成21年1月30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。 
３．当期の配当予想につきましては，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。 
４．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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてお
ります。 
  実際の業績は，今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  

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3四半期  779,004,665株 20年3月期  779,004,665株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  578,070株 20年3月期  434,034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  778,518,085株 20年3月期第3四半期  780,023,204株
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※　平成２１年３月期の個別業績予想（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)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　　　　　 　円　　銭

 △　８９．９２

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　有

通 期

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

通 期

１株当たり

当期純利益

当 期 純 利 益

２，３８０，０００ (　　７．１) １０５，０００ 　５０，０００ (△　５４　) △　７０，０００ (　  －  　)(△　３２　)
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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

　(1) 電気事業の営業収支

　1兆 6,914億円となりました。

　　この結果，営業利益は 670億円となりました。

　(2) その他事業の営業収支

　の売上が減少したことなどから，売上高は 1,363億円となりました。

　事業の売上原価が減少したことなどから，営業費用は 1,346億円となりました。

　　この結果，営業利益は 17億円となりました。

　　事業の種類別の売上高は以下のとおりです。

　〔エネルギー事業〕

　　ました。

　〔建設業〕

　　などから 824億円となりました。

　〔その他の事業〕

（単位：億円）

連 結

( )

( )

( )

（注）外部売上高を表示しております。

　　以上により，経常利益は 514億円となりました。

収益面では，収入単価の増加などにより電灯電力料が増加したことなどから，売上高は

費用面では，燃料価格の上昇などによる燃料費の増加や人件費の増加などから，営業費用は

　1兆 6,243億円となりました。

収益面では，エネルギー事業および建設業の売上の増加はあったものの，その他の事業

中部テレコミュニケーション株式会社が子会社から関連会社となり，売上計上の対象外と

費用面では，エネルギー事業および建設業の売上原価の増加はあったものの，その他の

　需要が減少したことなどから 990億kWhとなりました。

この内訳として，規制対象需要のうち電灯需要は，契約数の増加はあるものの，検針日数

減少の影響や夏季後半の気温が低めに推移したことによる空調需要の減少などから 248億kWh

受注競争が激化し経営環境が厳しい状況ではあるものの,通信関連の売上が増加したこと

電気事業における販売電力量は，世界的な景気悪化に伴う生産減少の影響などにより産業用

  契約数の減少などから 49億kWhとなりました。

自由化対象需要のうち業務用は，前年同期並みの 178億kWh，産業用は，世界的な景気悪化に

　伴う生産減少の影響などから 515億kWhとなりました。

ガス事業や分散型エネルギー事業において，売上が増加したことなどから 321億円となり

　（参考）セグメント別売上高

そ の 他 の 事 業

1,363  

また，浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了に伴い，発電設備等の損失額などを特別損失に

1,552億円計上したことなどから，四半期純損失は 681億円となりました。あああああああああ

16,914  

( 218) 

電 気 事 業

そ の 他 事 業

なったことなどによる情報通信事業の減少や，不動産管理事業の減少などから 218億円と

なりました。ああああああああああああああああああああああああああああああああああ

となりました。一方，低圧の電力需要は，電灯同様の検針日数減少の影響や気温影響に加え，

( 321) 

( 824) 

エ ネ ル ギ ー 事 業

建 設 業

当第３四半期

18,277  
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２．連結財政状態に関する定性的情報結財政状 関す 性的情報

総資産は，減価償却の進行や，中部テレコミュニケーション株式会社が子会社から関連会社と総 ， 価償却 ，中部 株 社 社 関 社
　なったことなどから減少し 5兆 5,455億円となりました。

純資産については，四半期純損失を計上したことや，配当金の支払いを行ったことなど
　から減少し 1兆 6,125億円となりました。

純資産 ，四半期純損失 計 や，配当 支払 行
から減少 兆 , 億円となりま た。

この結果，自己資本比率は 28.4％となりました。　　 結果，自己資本比率は . ％となりました。
また，当第３四半期末の有利子負債残高は 2兆 8,708億円となりました。　　また，当第３四半期末 有利子負債残高は 兆 , 億円となりました。

結 績 情３．連結業績予想に関する定性的情報

販売電力量 減少 あ も 燃料価格 低下 よ 燃料費 減少などが見込まれ販売電力量の減少はあるものの，燃料価格の低下による燃料費の減少などが見込まれる
とから 業績予想を修正し おります　ことから，業績予想を修正しております。

一方 前期と比較しますと 電気事業における平成２０年度の販売電力量は 前期比 3 2％減
の 1 331億kWh程度と想定しております

一方，前期と比較しますと，電気事業における平成２０年度の販売電力量は，前期比 3.2％減
　の 1,331億kWh程度と想定しております。

平成２０年度の業績見通しにつきましては 売上高は 電気事業における電灯電力料の増加
などから 連結決算 個別決算ともに増収と想定しております

平成２０年度の業績見通しにつきましては，売上高は，電気事業における電灯電力料の増加
　などから，連結決算・個別決算ともに増収と想定しております。

費用面では 電気事業において 燃料価格の上昇などによる燃料費の増加や人件費の増加など
が見込まれます

費用面では，電気事業において，燃料価格の上昇などによる燃料費の増加や人件費の増加など
　が見込まれます。

この結果 経常利益は 連結決算 個別決算ともに減益を見込んでおります　　この結果，経常利益は，連結決算・個別決算ともに減益を見込んでおります。
また 浜岡原子力発電所１ ２号機の運転終了に伴い特別損失を計上したことなどから 連結

決算 個別決算ともに当期純損失を見込んでおります
また，浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了に伴い特別損失を計上したことなどから，連結

　決算・個別決算ともに当期純損失を見込んでおります。

平成２０年度の期末配当金につきましては 大幅な当期純損失となる業績見通しではあります
が 中間配当金と同様１株当たり３０円（１株当たり年間６０円）とさせていただくことを予定

平成２０年度の期末配当金につきましては，大幅な当期純損失となる業績見通しではあります
が，中間配当金と同様１株当たり３０円（１株当たり年間６０円）とさせていただくことを予定
しており 配当予想の修正はしておりません （株主還元に関する当社の考え方につきましてしており，配当予想の修正はしておりません。（株主還元に関する当社の考え方につきまして
は 本日平成21年1月30日公表の「株主還元に関する当社の考え方の一部見直しについて」を
ご覧ください ）
は，本日平成21年1月30日公表の「株主還元に関する当社の考え方の 部見直しについて」を

　ご覧ください。）

なお，当社グループの主たる事業である電気事業は，収益面では，販売電力量が景気動向の
影響を受けることや，夏季と冬季に高い水準となる傾向にあること，費用面で，燃料価格の急激

なお，当社グル プの主たる事業である電気事業は，収益面では，販売電力量が景気動向の
影響を受けることや，夏季と冬季に高い水準となる傾向にあること，費用面で，燃料価格の急激
な変動や発電所の修繕工事完了時期などの影響を受けることから 四半期ごとの業績に変動が
生じることがあります
な変動や発電所の修繕工事完了時期などの影響を受けることから，四半期ごとの業績に変動が

　生じることがあります。

〔連結決算〕 〔連結決算〕

通 期通　　　　　期

対前期増減対前回増減

( 5 2％)

対前期増減対前回増減

(  5.2％)
1 270億円程度

25,600億円 △ 400億円売 上 高
 1,270億円程度

  25,600億円 △  400億円売 上 高

(△ 27％)
1 230億円営 業 利 益 600億円

△  450億円程度
   1,230億円営 業 利 益   　　　600億円

(△ 39％)
億円経 常 利 益 億円

(△ 39％)
△ 480億円程度

     750億円経 常 利 益   400億円
△  480億円程度

( )(   -   )
△1 250億円程度

240億円   △  540億円当 期 純 損 益
 △1,250億円程度

（注 ）（ ）内は 対前期増減率

億億期 純

（注１）（ ）内は，対前期増減率

（注２）対前回増減は，平成２０年１２月２２日公表の業績予想値との増減

 〔個別決算〕〔個別決算〕

通 期通　　　　　期

対前期増減対前回増減

( 7 1％)

対前期増減対前回増減

(  7.1％)
1 580億円程度

  23,800億円売 上 高 △  400億円
 1,580億円程度

(△ 32％)(△ 32％)
△ 500億円程度

600億円1,050億円営 業 利 益
△　500億円程度

  　　　600億円 1,050億円営 業 利 益

(△ 54％)
400億円500億円経 常 利 益

△  590億円程度
  400億円  500億円経 常 利 益

( - )
億円当 期 純 損 益 △ 億円

(      )
△1 360億円程度

240億円当 期 純 損 益    △  700億円
 △1,360億円程度

（注１）（ ）内は 対前期増減率（注１）（ ）内は，対前期増減率

（注２）対前回増減は 平成２０年１２月２２日公表の業績予想値との増減（注２）対前回増減は，平成２０年１２月２２日公表の業績予想値との増減
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 〔主要諸元表〕

　（注）前回予想は，平成２０年１２月２２日公表の主要諸元

　　与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。
　　実際の業績は，今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

４．その他

　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

　（四半期会計基準の適用）

　（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）
　　たな卸資産

第１四半期連結会計期間から「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）を適用している。また，「四半期連結財務諸表規則」に準拠し

　　作成している。

第１四半期連結会計期間から「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

(円／＄)

項　　　　　目

原 油 Ｃ Ｉ Ｆ 価 格

為替レート(ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ)

(　％　)

「電気事業会計規則」（通商産業省令第57号 昭和40年6月15日）に準じて四半期連結財務諸表を

※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及び将来の業績に影響を

　７８．７

　　１１４

　５８．７

１０１程度

　９１程度

　５６程度原 子 力 利 用 率

１９年度

１１０程度

１０６程度

　６３程度

今回予想 前回予想
２０年度

(＄／ｂ)

実績

　（リース取引に関する会計基準の適用）

これによる当第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損失に

第１四半期連結会計期間から「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）を適用している。

改正））が，平成20年4月1日以後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，第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

なお，平成20年3月31日までに契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については，
　　用している。

「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
一部会），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

　　与える影響は軽微である。

　　引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
　　　この変更に伴う影響は軽微である。

基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会），平成19年3月30日
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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日現在) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日現在) 

資産の部   

固定資産 4,977,327 5,145,355

電気事業固定資産 3,572,126 3,619,957

水力発電設備 294,373 306,194

汽力発電設備 632,373 595,566

原子力発電設備 278,435 325,733

送電設備 996,299 1,038,336

変電設備 422,041 436,985

配電設備 817,920 784,132

業務設備 129,737 132,052

その他の電気事業固定資産 945 956

その他の固定資産 202,076 335,606

固定資産仮勘定 223,310 230,679

建設仮勘定及び除却仮勘定 223,310 230,679

核燃料 242,754 259,990

装荷核燃料 29,541 43,880

加工中等核燃料 213,213 216,109

投資その他の資産 737,059 699,120

長期投資 181,498 209,724

使用済燃料再処理等積立金 239,487 245,660

繰延税金資産 203,149 146,947

その他 115,062 98,724

貸倒引当金（貸方） △2,138 △1,935

流動資産 568,192 490,902

現金及び預金 104,236 86,956

受取手形及び売掛金 146,255 179,549

たな卸資産 152,173 109,984

繰延税金資産 27,519 26,041

その他 139,030 89,495

貸倒引当金（貸方） △1,022 △1,125

合計 5,545,519 5,636,257
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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日現在) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,891,911 2,884,578

社債 1,412,990 1,413,949

長期借入金 748,087 851,303

退職給付引当金 196,813 193,942

使用済燃料再処理等引当金 263,971 264,880

使用済燃料再処理等準備引当金 7,958 6,223

原子力発電施設解体引当金 116,995 113,069

原子力発電所運転終了関連損失引当金 101,337 －

その他 43,757 41,208

流動負債 1,041,075 999,219

1年以内に期限到来の固定負債 251,790 240,195

短期借入金 323,850 349,910

コマーシャル・ペーパー 139,000 11,000

支払手形及び買掛金 186,114 207,433

未払税金 22,037 56,228

その他 118,283 134,451

負債合計 3,932,987 3,883,798

株主資本 1,547,157 1,662,266

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,047,089 1,161,867

自己株式 △1,486 △1,155

評価・換算差額等 27,768 50,399

その他有価証券評価差額金 17,921 27,013

繰延ヘッジ損益 10,714 23,006

為替換算調整勘定 △867 379

少数株主持分 37,606 39,794

純資産合計 1,612,532 1,752,459

合計 5,545,519 5,636,257
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(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) 

営業収益 1,827,789

電気事業営業収益 1,691,426

その他事業営業収益 136,362

営業費用 1,759,010

電気事業営業費用 1,624,357

その他事業営業費用 134,652

営業利益 68,778

営業外収益 27,656

受取配当金 1,678

受取利息 4,176

為替差益 9,954

その他 11,846

営業外費用 44,975

支払利息 37,889

持分法による投資損失 94

その他 6,990

四半期経常収益合計 1,855,445

四半期経常費用合計 1,803,985

経常利益 51,460

特別損失 155,268

浜岡1,2号運転終了関連損失 155,268

税金等調整前四半期純損失（△） △103,808

法人税、住民税及び事業税 7,244

法人税等調整額 △44,116

法人税等合計 △36,872

少数株主利益 1,168

四半期純損失（△） △68,104
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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損失（△） △103,808

減価償却費 232,710

減損損失 30,095

核燃料減損額 31,823

固定資産除却損 5,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,915

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △909

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

1,734

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 3,925

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 
（△は減少）

101,337

受取利息及び受取配当金 △5,855

支払利息 37,889

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 6,172

売上債権の増減額（△は増加） 31,085

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,776

仕入債務の増減額（△は減少） △20,743

その他 △33,516

小計 277,306

利息及び配当金の受取額 5,689

利息の支払額 △40,358

法人税等の支払額 △49,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,137

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △215,962

投融資による支出 △32,029

投融資の回収による収入 43,937

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

35,881

その他 5,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,962
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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  

社債の発行による収入 39,858

社債の償還による支出 △62,775

長期借入れによる収入 41,030

長期借入金の返済による支出 △80,293

短期借入れによる収入 377,046

短期借入金の返済による支出 △402,551

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 623,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △495,000

自己株式の取得による支出 △619

配当金の支払額 △46,469

少数株主への配当金の支払額 △425

その他 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,309

現金及び現金同等物に係る換算差額 △195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,669

現金及び現金同等物の期首残高 97,108

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△275

現金及び現金同等物の四半期末残高 119,502

中部電力㈱（9502）平成21年3月期　第３四半期決算短信

- 10 -



 

 第１四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」を適用しております。また，「四半期連結財務諸表規則」

に準拠し「電気事業会計規則」に準じて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 

  該当事項なし 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項なし 
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（参 考） 
(1)四半期連結損益計算書 
 (前第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成19年４月１日  
  至 平成19年12月31日) 

営業収益 1,756,201

電気事業営業収益 1,601,336

その他事業営業収益 154,864

営業費用 1,574,468

電気事業営業費用 1,424,130

その他事業営業費用 150,337

営業利益 181,733

営業外収益 12,357

受取配当金 1,605

受取利息 4,088

持分法による投資利益 1,237

その他 5,426

営業外費用 43,637

支払利息 40,039

その他 3,598

四半期経常収益合計 1,768,559

四半期経常費用合計 1,618,105

経常利益 150,453

渇水準備金引当又は取崩し △4,005

渇水準備引当金取崩し（貸方） △4,005

税金等調整前四半期純利益 154,459

法人税、住民税及び事業税 40,980

法人税等調整額 18,499

法人税等合計 59,480

少数株主利益 736

四半期純利益 94,241
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(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19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 154,459

減価償却費 252,306

核燃料減損額 8,741

固定資産除却損 6,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,020

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △14,383

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

1,763

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 3,886

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △4,005

受取利息及び受取配当金 △5,694

支払利息 40,039

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 6,584

売上債権の増減額（△は増加） 15,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,015

仕入債務の増減額（△は減少） 22,650

その他 △18,780

小計 437,042

利息及び配当金の受取額 5,550

利息の支払額 △42,088

法人税等の支払額 △42,066

営業活動によるキャッシュ・フロー 358,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △160,328

投融資による支出 △28,082

投融資の回収による収入 14,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△985

その他 3,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,902
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の発行による収入 103,599

社債の償還による支出 △65,526

長期借入れによる収入 40,135

長期借入金の返済による支出 △76,611

短期借入れによる収入 349,640

短期借入金の返済による支出 △343,340

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 588,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △703,000

自己株式の取得による支出 △10,526

配当金の支払額 △46,464

少数株主への配当金の支払額 △476

その他 △918

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,035

現金及び現金同等物の期首残高 97,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 118,896
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