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平成 21年２月４日 
 

各  位 
 

会 社 名     旭情報サービス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 

田 中  博 
（コード番号 ９７９９ 東証第二部） 

問い合わせ先 取締役財務経理部長 

英 保 吉 弘 
（ＴＥＬ ０３－５２２４－８２８１） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成21年3月期 第３四半期決算短信（非連結）の一部訂正について 

 
 

平成21年１月30日に発表いたしました「平成21年３月期 第３四半期決算短信（非連結）」につい

て、一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 

記 

１．訂正理由 
 平成21年３月期第３四半期において、平成21年３月期中間配当を一部未払計上しておりましたが、

第３四半期決算発表後に確定金額が判明したため訂正するものであります。なお、これによる利益に

関する事項の訂正はございません。 

 

２．訂正箇所 

 ・１ページ １．平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年 12月 31日） 

      （2）財政状態 

【定性的情報・財務諸表等】  

・２ページ ２．財政状態に関する定性的情報 

      （1）資産・負債・純資産の状況 （2）キャッシュ・フローの状況 

 ・４ページ ５．四半期財務諸表 

      （1）四半期貸借対照表 資産の部 

 ・５ページ ５．四半期財務諸表 

      （1）四半期貸借対照表 負債・純資産の部 

 ・７ページ ５．四半期財務諸表 

      （3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

 



－2－ 

 

＜訂正前＞ 

１.平成 21 年３月期第３四半期の業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 
（2）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
21 年3 月期第3 四半期 

   20 年 3 月期 

百万円

7,832
8,218

百万円

6,219
6,223

％ 

79.4 
75.7 

円 銭

797.59
797.79

 
 
＜訂正後＞ 
１.平成 21 年３月期第３四半期の業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 
（2）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
21 年3 月期第3 四半期 

   20 年 3 月期 

百万円

7,780
8,218

百万円

6,219
6,223

％ 

79.9 
75.7 

円 銭

797.59
797.79
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＜訂正前＞ 

【定性的情報・財務諸表等】  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は7,832百万円となり、前事業年度末に比べ386百万円減少しました。総資

産の内訳は、流動資産が4,903百万円（前事業年度末比505百万円増）、固定資産が2,928百万円（前事業年度末

比892百万円減）となりました。主な増減は、短期預金と長期預金の総額で517百万円の減少、投資有価証券91

百万円の増加であります。 

負債の部では、流動負債が1,543百万円（前事業年度末比379百万円減）、固定負債が68百万円（前事業年度

末比２百万円減）となりました。主な増減は、未払法人税等の203百万円、賞与引当金300百万円の減少、役員

退職慰労引当金２百万円が減少及び、預り金73百万円、未払配当金52百万円の増加であります。 

純資産の部では、株主資本で剰余金の株主配当を308百万円実施したほかに、四半期純利益が329百万円とな

ったこと、評価・換算差額等が投資有価証券の時価の下落により前事業年度末比22百万円減少したため、当第

３四半期会計期間末の純資産合計は6,219百万円（前事業年度末比３百万円減）となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の75.7％から79.4％に増加しました。 

 

 

＜訂正後＞ 

【定性的情報・財務諸表等】  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は7,780百万円となり、前事業年度末に比べ438百万円減少しました。総資

産の内訳は、流動資産が4,851百万円（前事業年度末比454百万円増）、固定資産が2,928百万円（前事業年度末

比892百万円減）となりました。主な増減は、短期預金と長期預金の総額で559百万円の減少、投資有価証券91

百万円の増加であります。 

負債の部では、流動負債が1,491百万円（前事業年度末比431百万円減）、固定負債が68百万円（前事業年度

末比２百万円減）となりました。主な増減は、未払法人税等の203百万円、賞与引当金300百万円の減少、役員

退職慰労引当金２百万円が減少及び、預り金73百万円の増加であります。 

純資産の部では、株主資本で剰余金の株主配当を308百万円実施したほかに、四半期純利益が329百万円とな

ったこと、評価・換算差額等が投資有価証券の時価の下落により前事業年度末比22百万円減少したため、当第

３四半期会計期間末の純資産合計は6,219百万円（前事業年度末比３百万円減）となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の75.7％から79.9％に増加しました。 
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＜訂正前＞ 

【定性的情報・財務諸表等】  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ117百万円減少の2,651百万円

となりました。なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の資金は、58百万円の増加となっております。これは主に、税引前四半期純利益574百万円、保険積

立金の解約による収入59百万円がありましたが、法人税等の支払額448百万円を支出したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の資金は、81百万円の増加となっております。これは主に、投資有価証券の償還による収入500百万

円、満期に伴う定期預金の払戻し500百万円がありましたが、投資有価証券の取得による支出750百万円、定期

預金への預入れ100百万円、横浜支社移転等に伴う敷金の差入れ47百万円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の資金は、257百万円の減少となっております。これは主に配当金の支払額254百万円があったこと

によるものです。 

 

 

＜訂正後＞ 

【定性的情報・財務諸表等】  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ169百万円減少の2,599百万円

となりました。なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の資金は、58百万円の増加となっております。これは主に、税引前四半期純利益574百万円、保険積

立金の解約による収入59百万円がありましたが、法人税等の支払額448百万円を支出したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の資金は、81百万円の増加となっております。これは主に、投資有価証券の償還による収入500百万

円、満期に伴う定期預金の払戻し500百万円がありましたが、投資有価証券の取得による支出750百万円、定期

預金への預入れ100百万円、横浜支社移転等に伴う敷金の差入れ47百万円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の資金は、309百万円の減少となっております。これは主に配当金の支払額306百万円があったこと

によるものです。 
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＜訂正前＞ 

５.四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

資産の部 

 

 

（単位　：　千円）

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,251,598 2,769,319

売掛金 1,251,690 1,247,122

前払費用 66,618 48,034

繰延税金資産 321,858 321,858

その他 13,595 11,113

貸倒引当金 △ 1,959 －

流動資産合計 4,903,401 4,397,448

固定資産

有形固定資産 120,633 204,393

無形固定資産 18,206 17,424

投資その他の資産

投資有価証券 1,836,344 1,745,282

長期預金 － 1,000,000

賃貸不動産 116,139 －

敷金及び保証金 266,660 243,744

保険積立金 389,386 448,917

前払年金費用 89,229 83,381

繰延税金資産 76,841 61,303

その他 15,200 16,569

投資その他の資産計 2,789,802 3,599,198

固定資産合計 2,928,643 3,821,017

資産合計 7,832,044 8,218,466

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

当第３四半期会計期間末

（平成20年12月31日）
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＜訂正後＞ 

５.四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

資産の部 

 

 

 

 

（単位　：　千円）

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,199,682 2,769,319

売掛金 1,251,690 1,247,122

前払費用 66,618 48,034

繰延税金資産 321,858 321,858

その他 13,595 11,113

貸倒引当金 △ 1,959 －

流動資産合計 4,851,485 4,397,448

固定資産

有形固定資産 120,633 204,393

無形固定資産 18,206 17,424

投資その他の資産

投資有価証券 1,836,344 1,745,282

長期預金 － 1,000,000

賃貸不動産 116,139 －

敷金及び保証金 266,660 243,744

保険積立金 389,386 448,917

前払年金費用 89,229 83,381

繰延税金資産 76,841 61,303

その他 15,200 16,569

投資その他の資産計 2,789,802 3,599,198

固定資産合計 2,928,643 3,821,017

資産合計 7,780,128 8,218,466

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

当第３四半期会計期間末

（平成20年12月31日）
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＜訂正前＞ 

５.四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

負債・純資産の部 

 

 

 

 

（単位　：　千円）

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

短期借入金 480,000 480,000

未払金 43,694 77,258

未払費用 399,236 357,436

未払法人税等 28,932 232,828

未払消費税等 74,898 83,390

預り金 102,017 28,958

賞与引当金 349,998 650,000

その他 64,722 13,474

流動負債合計 1,543,500 1,923,347

固定負債

役員退職慰労引当金 68,895 71,550

固定負債合計 68,895 71,550

負債合計 1,612,395 1,994,897

純資産の部

株主資本

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,526 624,401

利益剰余金 5,310,979 5,289,888

自己株式 △ 349,638 △ 346,863

株主資本合計 6,319,227 6,300,786

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 19,811 2,549

土地再評価差額金 △ 79,767 △ 79,767

評価・換算差額等合計 △ 99,578 △ 77,217

純資産合計 6,219,649 6,223,568

負債純資産合計 7,832,044 8,218,466

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間末
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＜訂正後＞ 

５.四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

負債・純資産の部 

 

 

 

 

（単位　：　千円）

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

短期借入金 480,000 480,000

未払金 43,694 77,258

未払費用 399,236 357,436

未払法人税等 28,932 232,828

未払消費税等 74,898 83,390

預り金 102,017 28,958

賞与引当金 349,998 650,000

その他 12,806 13,474

流動負債合計 1,491,584 1,923,347

固定負債

役員退職慰労引当金 68,895 71,550

固定負債合計 68,895 71,550

負債合計 1,560,479 1,994,897

純資産の部

株主資本

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,526 624,401

利益剰余金 5,310,979 5,289,888

自己株式 △ 349,638 △ 346,863

株主資本合計 6,319,227 6,300,786

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 19,811 2,549

土地再評価差額金 △ 79,767 △ 79,767

評価・換算差額等合計 △ 99,578 △ 77,217

純資産合計 6,219,649 6,223,568

負債純資産合計 7,780,128 8,218,466

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間末
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＜訂正前＞ 

５.四半期財務諸表 

（3）キャッシュ・フロー計算書 
（単位 ：　千円）

当第３四半期累計期間
（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

税引前四半期純利益 574,876

減価償却費 18,767

長期前払費用償却額 6,992

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 300,002

有形固定資産徐却損 6,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 2,655

投資有価証券評価損益（△は益） 103,749

投資有価証券売却損益（△は益） △ 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959

受取利息及び受取配当金 △ 15,191

支払利息 6,538

賃貸不動産収入 △ 5,026

賃貸不動産費用 5,019

売上債権の増減額（△は増加） △ 4,567

保険積立金の増減額（△は増加） 59,531

その他の資産の増減額（△は増加） △ 27,729

未払費用の増減額（△は減少） 41,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △ 8,491

その他の負債の増減額（△は減少） 48,797

その他 △ 13,336

小計 497,919

利息及び配当金の受取額 15,202

利息の支払額 △ 6,480

法人税等の支払額 △ 448,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,289

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 △ 56,850

投資有価証券の取得による支出 △ 750,383

投資有価証券の売却による収入 17,673

投資有価証券の償還による収入 500,000

定期預金の預入による支出 △ 100,000

定期預金の払戻による収入 500,000

賃貸不動産の賃貸による収入 5,461

賃貸不動産の管理による支出 △ 2,201

敷金の差入による支出 △ 47,097

敷金の回収による収入 19,305

その他 △ 4,783

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △ 2,649

配当金の支払額 △ 254,483

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 257,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 117,720

現金及び現金同等物の期首残高 2,769,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,651,598
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＜訂正後＞ 

５.四半期財務諸表 

（3）キャッシュ・フロー計算書 
（単位 ：　千円）

当第３四半期累計期間
（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

税引前四半期純利益 574,876

減価償却費 18,767

長期前払費用償却額 6,992

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 300,002

有形固定資産徐却損 6,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 2,655

投資有価証券評価損益（△は益） 103,749

投資有価証券売却損益（△は益） △ 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959

受取利息及び受取配当金 △ 15,191

支払利息 6,538

賃貸不動産収入 △ 5,026

賃貸不動産費用 5,019

売上債権の増減額（△は増加） △ 4,567

保険積立金の増減額（△は増加） 59,531

その他の資産の増減額（△は増加） △ 27,729

未払費用の増減額（△は減少） 41,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △ 8,491

その他の負債の増減額（△は減少） 48,797

その他 △ 13,336

小計 497,919

利息及び配当金の受取額 15,202

利息の支払額 △ 6,480

法人税等の支払額 △ 448,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,289

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 △ 56,850

投資有価証券の取得による支出 △ 750,383

投資有価証券の売却による収入 17,673

投資有価証券の償還による収入 500,000

定期預金の預入による支出 △ 100,000

定期預金の払戻による収入 500,000

賃貸不動産の賃貸による収入 5,461

賃貸不動産の管理による支出 △ 2,201

敷金の差入による支出 △ 47,097

敷金の回収による収入 19,305

その他 △ 4,783

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △ 2,649

配当金の支払額 △ 306,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 309,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 169,636

現金及び現金同等物の期首残高 2,769,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,599,682
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四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,229 ― 677 ― 691 ― 329 ―

20年3月期第3四半期 6,870 4.7 755 1.2 770 2.2 443 0.5

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 42.20 ―

20年3月期第3四半期 56.80 ―

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 7,780 6,219 79.9 797.59
20年3月期 8,218 6,223 75.7 797.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,219百万円 20年3月期  6,223百万円

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 ― 19.00 ― 20.00 39.00
21年3月期 ― 19.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 19.50 39.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 9,500 2.8 940 △8.4 950 △9.0 500 △15.8 64.10

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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・その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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・その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  8,264,850株 20年3月期  8,264,850株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  466,861株 20年3月期  463,915株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  7,799,382株 20年3月期第3四半期  7,802,566株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場
合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,199,682 2,769,319

売掛金 1,251,690 1,247,122

前払費用 66,618 48,034

繰延税金資産 321,858 321,858

その他 13,595 11,113

貸倒引当金 △1,959 －

流動資産合計 4,851,485 4,397,448

固定資産   

有形固定資産 120,633 204,393

無形固定資産 18,206 17,424

投資その他の資産   

投資有価証券 1,836,344 1,745,282

長期預金 － 1,000,000

賃貸不動産 116,139 －

敷金及び保証金 266,660 243,744

保険積立金 389,386 448,917

前払年金費用 89,229 83,381

繰延税金資産 76,841 61,303

その他 15,200 16,569

投資その他の資産合計 2,789,802 3,599,198

固定資産合計 2,928,643 3,821,017

資産合計 7,780,128 8,218,466



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 480,000 480,000

未払金 43,694 77,258

未払費用 399,236 357,436

未払法人税等 28,932 232,828

未払消費税等 74,898 83,390

預り金 102,017 28,958

賞与引当金 349,998 650,000

その他 12,806 13,474

流動負債合計 1,491,584 1,923,347

固定負債   

役員退職慰労引当金 68,895 71,550

固定負債合計 68,895 71,550

負債合計 1,560,479 1,994,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,526 624,401

利益剰余金 5,310,979 5,289,888

自己株式 △349,638 △346,863

株主資本合計 6,319,227 6,300,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,811 2,549

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △99,578 △77,217

純資産合計 6,219,649 6,223,568

負債純資産合計 7,780,128 8,218,466



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 7,229,200

売上原価 5,441,192

売上総利益 1,788,008

販売費及び一般管理費 1,110,946

営業利益 677,062

営業外収益  

受取利息 8,998

受取配当金 6,193

賃貸不動産収入 5,026

雑収入 6,055

営業外収益合計 26,273

営業外費用  

支払利息 6,538

賃貸不動産費用 5,019

営業外費用合計 11,557

経常利益 691,777

特別利益  

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 103,749

固定資産除却損 6,888

事務所移転費用 6,098

その他 166

特別損失合計 116,901

税引前四半期純利益 574,876

法人税等 245,696

四半期純利益 329,180



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 574,876

減価償却費 18,767

長期前払費用償却額 6,992

賞与引当金の増減額（△は減少） △300,002

有形固定資産除却損 6,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,655

投資有価証券評価損益（△は益） 103,749

投資有価証券売却損益（△は益） △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959

受取利息及び受取配当金 △15,191

支払利息 6,538

賃貸不動産収入 △5,026

賃貸不動産費用 5,019

売上債権の増減額（△は増加） △4,567

保険積立金の増減額（△は増加） 59,531

その他の資産の増減額（△は増加） △27,729

未払費用の増減額（△は減少） 41,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,491

その他の負債の増減額（△は減少） 48,797

その他 △13,336

小計 497,919

利息及び配当金の受取額 15,202

利息の支払額 △6,480

法人税等の支払額 △448,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,289

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 △56,850

投資有価証券の取得による支出 △750,383

投資有価証券の売却による収入 17,673

投資有価証券の償還による収入 500,000

定期預金の預入による支出 △100,000

定期預金の払戻による収入 500,000

賃貸不動産の賃貸による収入 5,461

賃貸不動産の管理による支出 △2,201

敷金の差入による支出 △47,097

敷金の回収による収入 19,305

その他 △4,783

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,123

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の増減額（△は増加） △2,649

配当金の支払額 △306,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,636

現金及び現金同等物の期首残高 2,769,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,599,682




