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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7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6月期第2四半期 16,225 ― 940 ― 935 ― 357 ―
20年6月期第2四半期 14,202 10.1 △6 ― 33 △94.4 △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6月期第2四半期 94.32 ―
20年6月期第2四半期 △1.48 ―

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6月期第2四半期 18,529 8,102 43.7 2,138.20
20年6月期 15,818 7,992 50.5 2,109.92

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  8,098百万円 20年6月期  7,991百万円

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6月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 45.00 45.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 31,150 6.7 1,080 472.5 1,080 382.0 420 794.4 110.88

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．本資料に記載されている業績予想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り大きく異なる可能性があります。 
２．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 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。 
  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則 
  第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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6月期第2四半期  3,788,000株 20年6月期  3,788,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  233株 20年6月期  233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  3,787,767株 20年6月期第2四半期  3,787,840株



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２四半期連結累計期間において、当社グループの主たる事業であるスナック部門では、市場全体が好調に推移

する中、既存製品の強化や新製品の発売など、売上の拡大に注力いたしました。その一方、企業活動全般におけるコ

スト削減努力により、利益確保に努めてまいりました。

　その結果、グループ連結売上高は前年同期比14.2％増と大幅に伸張いたしました。とりわけ、スナック部門の主力

ブランド「コイケヤポテトチップス」が堅調に推移したことが主たる要因であります。平成20年10月に投入した、高

付加価値製品『リッチカット』シリーズが大ヒットとなり、増収に大きく寄与いたしました。また、広告宣伝・販売

促進活動との相乗効果により「コイケヤポテトチップス」ブランドの全製品でさらなる売上拡大を達成いたしました。

　新ブランド「わいも！」は、11月に販売エリアを全国に拡大、コーンスナックでは消費者キャンペーンを実施した

結果、「スコーン」ブランドが好調に推移しました。

　利益面では、売上増加にともなう増益効果の他、販売費及び一般管理費の費用削減に努めました。第３四半期連結

会計期間における「コイケヤポテトチップス」の規格改定実施に合わせ、広告宣伝費を集中投入する計画であるため、

当第２四半期連結累計期間では投下を抑制いたしました。その結果、広告宣伝費及び販売促進費が前年同期比506百万

円減となり、大幅な増益（営業利益対前年同期比947百万円増）となりました。

　以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は16,225百万円（前年同期比14.2％増）、経常利益935百万円（同

2,688.4％増）、減損損失206百万円等を計上したことにより、四半期純利益は357百万円（前年同期は5百万円の純損

失）となりました。なお、連結経営成績に関する定性的情報の前年同期比は参考として記載しております。

　（スナック部門）

　当第２四半期連結累計期間において、スナック部門はロングセラーブランドを冠したシリーズの展開と、新ブラン

ドの拡販を推進してまいりました。

　「コイケヤポテトチップス」ブランドでは、大ヒット製品となった『リッチカット』シリーズを平成20年10月に立

ち上げました。厚切りのザクザクした食感と本格的なじゃがいものおいしさが特長で、売上拡大の要因となりました。

また、阿部サダヲを起用した『コイケ先生』シリーズの新作テレビコマーシャルも好評で、「コイケヤポテトチップ

ス」ブランド全体のイメージアップにつながりました。湖池屋設立50周年の記念製品発売によるフレーバー展開や、

大袋、５個パック製品などサイズ・包装バリエーションのラインアップ強化も奏功し、同ブランドの全製品で売上が

増加いたしました。

　「カラムーチョ」ブランドでは、引き続き『こだわりのカラムーチョ』シリーズで新フレーバー２品を発売いたし

ました。全国各地で販売されている、有名な唐辛子メーカーと「カラムーチョ」とのコラボレーション製品で“おい

しい辛さ”を求める消費者にお応えいたしました。

　新ブランドにつきましては、馬鈴薯を原料とし、オーブンで焼いた成型スナック「わいも！」と、スタンディング

タイプの新包装形態を採用した「フレンチフライ」の売上が寄与しております。「わいも！」は、販売エリアを拡大

し、平成20年11月には全国で発売いたしました。「フレンチフライ」は、『箱・カップスナック売場』向けの製品と

して展開、フレーバーのリニューアルを行ない、ブランドの深化に努めました。

　コーンスナックにおきましては、「スコーン」「ドンタコス」「ポリンキー」ブランドで、エイベックス・エンタ

テインメント株式会社と共同で消費者キャンペーン第２弾を実施し、好評をいただきました。

　営業戦略では、全国各地の卸・小売業者に向けて製品説明会や商談会を積極的に行ない、当社グループ製品の拡販

に関する協力体制をさらに強化する取り組みを進めました。

　スナック部門の海外展開としましては、台湾で「カラムーチョ」ブランドの強化に加え、日本で“和”をコンセプ

トに展開している「和ポテト」シリーズを投入いたしました。

　以上により、スナック部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は15,379百万円（前年同期比20.5％増）となりま

した。

　（タブレット部門）

　当第２四半期連結累計期間におけるタブレット部門は、「ピンキー」とソフトキャンディの育成、そして乳酸菌Ｌ

Ｓ１配合タブレット「クリッシュ」に集中した戦略を取りました。

　「ピンキー」では、消費者の意見を採り入れて開発した「マジカル!?ピンキー」、受験生に向けて粒に『必』と

『勝』の文字を刻印した「ピンキー　春だ！満開プラムミント」を発売し、製品に“楽しさ”を付加いたしました。

「ピンキーモンキーソフトキャンディ」では、期間限定の製品をラインアップに加え、アソートタイプとの２品で展

開いたしました。

　東海大学医学部、日本大学歯学部と共同研究を進めている乳酸菌ＬＳ１につきましては、平成20年10月に日本国内

での菌株特許を取得いたしました。これにより、中国、香港、韓国に続いて４ヶ国目の特許取得となりました。また、

乳酸菌ＬＳ１を配合したタブレット「クリッシュ」は、引き続き通信販売の強化を推進し、12月に製品リニューアル
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を行ないました。

　しかしながら、前年同期に大きく売上に貢献しておりました「フラグレ」が不調であったことにより、当第２四半

期連結累計期間のタブレット部門の売上高は845百万円（前年同期比41.4％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は、前連結会計年度末に比べ2,711百万円増加し、18,529百万円となりました。主な要因は現金及び預金の増

加（520百万円）と受取手形及び売掛金の増加（2,340百万円）等によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ2,601百万円増加し、10,426百万円となりました。主な要因は買掛金の増加（936

百万円）と未払金の増加（1,803百万円）等によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ110百万円増加し、8,102百万円となり、自己資本比率は43.7%となりました。増

加要因は四半期純利益(357百万円）による利益剰余金の増加であり、主な減少要因は配当金の支払（170百万円）等で

あります。　　

 

キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は1,323百万円（前連結会

計年度末は1,554百万円）となり、230百万円減少いたしました。当第２四半期連結累計期間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）

　営業活動の結果得られた資金は1,007百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益（741百万円）、減

価償却費（334百万円）、仕入債務の増加（936百万円）及び未払金の増加（1,239百万円）等の増加要因が売上債権の

増加（2,340百万円）等の減少要因を上回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）

　投資活動の結果使用した資金は1,050百万円となりました。これは、定期預金の預入による支出（1,601百万円）及

び有形固定資産の取得による支出（313百万円）等の減少要因が、定期預金の払戻による収入（850百万円）等の増加

要因を上回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）

　財務活動の結果使用した資金は187百万円となりました。これは、配当金の支払（170百万円）等によるものであり

ます。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績動向及び不透明な経済環境を踏まえ、平成20年８

月12日の決算短信で発表した平成21年６月期の連結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30日に開示いたしました「平成21年６月期　業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。

 

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）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

①たな卸資産の評価方法　

　当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な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。

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）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「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　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。なお、四半期連結

財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８
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月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づい

て作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動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　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、移動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。

　これによる損益に与える影響はありません。

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）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」等の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「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日改正））が平成20年４月１

日以降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用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価格を零とする定額法を採用しております。また、リース取引開始日が、会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 （追加情報）　

　有形固定資産の耐用年数の変更

　国内連結子会社は、主要な機械装置について耐用年数を９年としておりましたが、平成20年度の法人税法の改

正を契機として資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より耐用年数を10年に変更しておりま

す。

　これにより、当第２四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15,935

千円増加しております。　
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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：千円）

当第２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,174,869 2,654,707

受取手形及び売掛金 6,995,277 4,654,908

商品及び製品 416,165 336,327

原材料及び貯蔵品 699,551 650,191

その他 562,730 566,470

貸倒引当金 △37 △37

流動資産合計 11,848,556 8,862,568

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,951,698 1,992,185

機械装置及び運搬具（純額） 1,700,911 1,905,824

土地 1,450,327 1,450,327

その他（純額） 162,443 64,401

有形固定資産合計 5,265,381 5,412,738

無形固定資産   

その他 104,805 116,934

無形固定資産合計 104,805 116,934

投資その他の資産   

その他 1,348,585 1,426,490

貸倒引当金 △37,413 △233

投資その他の資産合計 1,311,171 1,426,256

固定資産合計 6,681,358 6,955,928

資産合計 18,529,914 15,818,497

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,766,531 2,829,844

未払金 4,066,357 2,262,764

未払法人税等 499,745 15,699

役員賞与引当金 8,235 14,651

賞与引当金 132,545 103,479

その他 377,318 424,252

流動負債合計 8,850,733 5,650,691

固定負債   

年金基金脱退損失引当金 78,409 84,767

退職給付引当金 861,023 869,798

役員退職慰労引当金 629,184 725,072

その他 7,611 495,334

固定負債合計 1,576,228 2,174,972

負債合計 10,426,961 7,825,663



（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,490 401,490

資本剰余金 285,875 285,875

利益剰余金 7,502,340 7,323,963

自己株式 △587 △587

株主資本合計 8,189,117 8,010,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88,887 △20,945

為替換算調整勘定 △1,240 2,107

評価・換算差額等合計 △90,127 △18,837

少数株主持分 3,963 929

純資産合計 8,102,953 7,992,833

負債純資産合計 18,529,914 15,818,497



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,225,632

売上原価 9,535,716

売上総利益 6,689,915

販売費及び一般管理費 5,749,561

営業利益 940,353

営業外収益  

受取利息 9,452

版権使用料収入 10,824

その他 14,850

営業外収益合計 35,126

営業外費用  

固定資産除却損 16,485

為替差損 20,169

その他 3,185

営業外費用合計 39,840

経常利益 935,639

特別利益  

関係会社株式売却益 10,855

年金基金脱退損失引当金戻入益 6,357

特別利益合計 17,213

特別損失  

投資有価証券売却損 184

投資有価証券評価損 4,327

減損損失 206,483

特別損失合計 210,994

税金等調整前四半期純利益 741,858

法人税、住民税及び事業税 507,316

法人税等調整額 △125,968

法人税等合計 381,347

少数株主利益 3,245

四半期純利益 357,265



（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７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 741,858

減価償却費 334,030

減損損失 206,483

関係会社株式売却損益（△は益） △10,855

固定資産除却損 16,485

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,775

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95,888

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,065

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,416

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,180

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △6,357

売上債権の増減額（△は増加） △2,340,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,619

仕入債務の増減額（△は減少） 936,686

未払金の増減額（△は減少） 1,239,045

その他 2,154

小計 946,709

利息及び配当金の受取額 8,909

利息の支払額 △157

法人税等の還付額 51,937

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007,399

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 △1,601,000

定期預金の払戻による収入 850,000

有形固定資産の取得による支出 △313,193

持分法適用の範囲の変更を伴う関係会社株式の売
却による収入

38,443

その他 △24,513

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,263

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △17,056

配当金の支払額 △170,449

リース債務の返済による支出 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,557

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,838

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323,869



　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　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。なお、四半期連結財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第

50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年12月31日）

　当社グループは食品関連事業を営んでおり、単一セグメントであるため、該当事項はありません。

b. 所在地別セグメント情報

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

c. 海外売上高

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年12月31日）　

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

（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

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  14,202,863 100.0

Ⅱ　売上原価  8,232,089 58.0

　売上総利益  5,970,774 42.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,977,495 42.0

　営業損失  △6,721 △0.0

Ⅳ　営業外収益    

　　受取利息    　 6,725   

　　固定資産売却益    　 8,250   

　　損害賠償金収入    　 37,597   

　　受取保険金    　 10,084   

　　その他 8,628 71,285 0.5

Ⅴ　営業外費用    

　　固定資産除却損    　 5,685   

　　持分法による投資損失 1,075   

　　製品廃棄損   　 16,468   

　　プロジェクト関連損失 4,608   

　　その他   　 3,172 31,009 0.3

  経常利益  33,554 0.2

Ⅵ　特別利益    

　　投資有価証券売却益   　 23,250   

　　年金基金脱退損失引当金戻
入益   　

4,238 27,488 0.2

Ⅶ　特別損失    

　　減損損失   　 4,382   

　　投資有価証券評価損   　 1,523 5,905 0.0

税金等調整前中間純利益  55,137 0.4

法人税、住民税及び事業税 62,314   

法人税等調整額 7,075 69,389 0.5

少数株主損失  8,665 0.1

中間純損失  △5,587 △0.0

－ 2 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 55,137

減価償却費　 349,318

持分法による投資損失　 1,075

投資有価証券売却益　 △23,250

減損損失　 4,382

退職給付引当金の増減額
（△：減少額）　

△27,096

役員退職慰労引当金の増減額
（△：減少額）　

△5,946

賞与引当金の増減額
（△：減少額）　

△2,266

役員賞与引当金の増減額
（△：減少額）　

△10,010

年金基金脱退損失引当金の増減額
（△：減少額）　

△4,238

売上債権の増減額
（△：増加額）　

△1,248,500

たな卸資産の増減額
（△：増加額）　

51,824

仕入債務の増減額
（△：減少額）　

43,007

未払金の増減額
（△：減少額）　

1,093,516

その他　 △123,950

　　　　　　 小計 153,003

法人税等の支払額 △188,709

その他　 7,543

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,161

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入　 100,000

有形固定資産の取得による支出　 △284,490

投資有価証券の取得による支出　 △403,906

投資有価証券の売却による収入　 173,250

その他　 △54,572

投資活動によるキャッシュ・フロー △469,719

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額　 △170,452

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,452
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前中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 184

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　　（△：減少額）

△668,149

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,091,189

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,423,039

－ 4 －
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