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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 18,012 ― 636 ― 802 ― 866 ―
20年3月期第3四半期 20,199 7.1 1,295 28.6 1,379 24.5 1,258 17.0

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 173.56 ―
20年3月期第3四半期 239.74 ―

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 15,900 5,014 31.5 1,049.08
20年3月期 15,201 4,613 30.3 891.52

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,014百万円 20年3月期  4,613百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 22,500 △10.8 △100 ― 50 △91.5 50 △82.3 10.07

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）  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) 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 をご覧下さい。  

(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 をご覧下さい。  

(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 
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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【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 をご覧下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名 デジプリ株式会社、ITエージェント株式会社 ）

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  6,132,582株 20年3月期  6,132,582株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,352,957株 20年3月期  958,099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  4,992,957株 20年3月期第3四半期  5,251,201株



 当第３四半期連結会計期間（平成20年10月1日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、海外経済の悪化や

円高の急進に伴う輸出の減少などから企業収益は急速に落ち込み、設備投資も減少するなど企業の景況感は大幅

に悪化していることに加え、個人消費においても、雇用、所得環境が厳しさを増しており、弱含みで推移してお

ります。このような状況のなか、当社グループは、付加価値プリントサービス「フォトブック」の受注拡大を積

極的に推進することにより新たな売上拡大施策を行ない、経営の安定化に向けた収益改善、コスト削減などにグ

ループ一丸となって取り組んでおります。  

  

部門別における概況と業績は、次のとおりであります。 

①写真サービス関連部門 

 急激な景気減速による個人消費の低迷が継続している中、第３四半期最大の商機である年賀状プリントにおい

ては、生産・受注体制の強化、高速プリンターの導入などを行なうとともに、プリントメニューの充実、ネット

による年賀受注の需要拡大に積極的に努めてまいりました。その結果、当社グループの年賀状プリント総受注枚

数は、5,169万枚（前年比15％増）と好調に推移し、写真サービス関連部門の売上高は、68億81百万円となりまし

た。なお、当第３四半期連結会計期間末におけるＤＰＥショップの店舗総数は、1,142店舗（パレットプラザ660

店舗、５５ステーション482店舗）となりました。 

②携帯部門 

 携帯販売部門については、新しい販売企画や新商品の導入などを積極的に進めてまいりましたが、携帯電話市

場の成熟化、お客様ニーズの多様化などにより、経営環境は依然として厳しい状況が継続しており、携帯部門の

売上高は、６億40百万円となりました。なお、当第３四半期連結会計期間末における店舗数は、ケータイ＆プリ

ント複合店７店舗を含め20店舗となりました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）における売上高は、75億21

百万円、営業利益11億30百万円、経常利益11億79百万円、四半期純利益11億77百万円となりました。 

  

(1）財政状態の状況 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産の額は159億円となり、前連結会計年度末に比べ６億99百万円の増加となり

ました。この要因は主として、持分法適用関連会社であるジグノシステムジャパン株式会社の全株式を譲渡したこと

により投資有価証券が16億15百万円減少したものの、現金及び預金が５億96百万円、受取手形及び売掛金が３億77百

万円、預け金が10億29百万円それぞれ増加したことによるものです。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の額は、108億86百万円となり前連結会計年度末に比べ２億98百万円の増加と

なりました。この要因は主として、短期借入金が10億45百万円増加し、長期借入金が３億32百万円減少したことなど

によるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の額は、50億14百万円となり前連結会計年度末に比べ４億１百万円の増加と

なりました。この要因は主として、当第３四半期連結累計期間の業績により利益剰余金が６億59百万円増加し、自己

株式が２億70百万円増加したことなどによるものであります。また、当第３四半期連結会計期間末における自己資本

比率は、31.5％となっております。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億96百万円増加し、22億79百万

円となりました。 

 当第３四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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは２億11百万円の収入となりました。この要因は主として、税金等調整前当四

半期純利益が８億64百万円及び減価償却費が10億７百万円となるとともに、売上債権の増加による収入の減少４億19

百万円及び預け金の増加による収入の減少10億29百万円並びに仕入債務の増加による支出の減少２億45百万円などに

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

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 



 投資活動によるキャッシュ・フローは２億70百万円の収入となりました。主な収入としては、有形固定資産の売却

による収入２億95百万円及び持分法適用関連会社であるジグノシステムジャパン株式会社の全株式を譲渡したことに

よる収入16億５百万円であります。また、主な支出としては、有形固定資産の取得による支出15億15百万円でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは１億15百万円の収入となりました。この要因は主として、短期借入金の増加

による９億32百万円及び長期借入金の借入による９億円の収入が、長期借入金等の有利負債の返済・償還による12億

39百万円及び自己株式の取得による２億70百万円並びに配当金の支払による２億６百万円の支出より上回ったことに

よるものであります。 

  

 平成21年３月期の業績予想つきましては、平成20年10月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行ってお

りません。  

  

 デジプリ株式会社及びITエージェント株式会社は、当第１四半期連結会計期間において当社との合併により解

散したため、連結の範囲から除外しております。 

   

１．簡便な会計処理 

①市場価格のない株式の減損処理 

 市場価格のない株式の発行会社の財政状態が悪化しているかどうかの判断にあたっては、四半期会計期間末ま

でに入手し得る直近の財務諸表を使用する方法によっております。 

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味実現価額を見積り、簿

価の切下げを行う方法によっております。  

③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しておりま

す。 

④固定資産の減損兆候の決定方法 

 減損の兆候にあたっては、前連結会計年度末以降に使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回

収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事案が発

生したかどうかについて留意し、兆候を把握するか否か決定する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。  

  

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 

（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．会計処理基準に関する事項の変更 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第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、主として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。 

この変更による営業利益、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ありません。 

  



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 2,279,928 1,682,957

受取手形及び売掛金 1,214,835 837,054

商品 588,575 601,031

製品 30,197 19,481

原材料 174,225 115,246

貯蔵品 75,530 42,304

預け金 1,575,466 545,588

その他 858,069 691,268

貸倒引当金 △4,994 △46,224

流動資産合計 6,791,835 4,488,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,005,630 3,003,649

減価償却累計額 △2,218,533 △2,220,839

建物及び構築物（純額） 787,097 782,809

機械装置及び運搬具 5,411,817 4,927,285

減価償却累計額 △3,295,908 △3,014,577

機械装置及び運搬具（純額） 2,115,908 1,912,707

土地 1,348,624 1,344,924

その他 1,310,561 1,266,777

減価償却累計額 △894,209 △789,100

その他（純額） 416,351 477,677

有形固定資産合計 4,667,981 4,518,119

無形固定資産   

のれん 133,540 190,514

その他 366,196 322,222

無形固定資産合計 499,737 512,736

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,941,323 3,000,613

その他 1,415,068 3,067,578

貸倒引当金 △415,072 △386,610

投資その他の資産合計 3,941,319 5,681,582

固定資産合計 9,109,038 10,712,438

資産合計 15,900,873 15,201,146



（単位：千円）

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 1,149,076 903,394

短期借入金 3,610,350 2,565,000

1年内償還予定の社債 190,000 240,000

未払法人税等 45,649 56,562

賞与引当金 80,222 180,028

ポイント引当金 180,638 197,799

その他 1,416,574 1,495,754

流動負債合計 6,672,511 5,638,539

固定負債   

社債 210,000 280,000

長期借入金 1,989,150 2,321,500

退職給付引当金 623,923 645,050

負ののれん 598,449 797,932

長期預り保証金 682,283 767,150

繰延税金負債 79,226 103,238

その他 31,131 34,594

固定負債合計 4,214,163 4,949,465

負債合計 10,886,675 10,588,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,880 1,017,880

資本剰余金 265,346 265,346

利益剰余金 4,754,551 4,094,955

自己株式 △1,017,846 △747,615

株主資本合計 5,019,932 4,630,566

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,733 △20,263

為替換算調整勘定 － 2,839

評価・換算差額等合計 △5,733 △17,424

純資産合計 5,014,198 4,613,141

負債純資産合計 15,900,873 15,201,146



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 18,012,362

売上原価 8,339,149

売上総利益 9,673,212

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 1,247,003

貸倒引当金繰入額 5,000

給料手当及び賞与 1,268,567

賞与引当金繰入額 76,855

退職給付費用 35,426

雑給 1,897,013

消耗品費 522,407

賃借料 1,270,613

のれん償却額 61,254

その他の販売費及び一般管理費 2,652,318

販売費及び一般管理費合計 9,036,460

営業利益 636,752

営業外収益  

受取利息及び配当金 6,402

負ののれん償却額 199,483

その他 60,964

営業外収益合計 266,850

営業外費用  

支払利息 74,932

その他 25,839

営業外費用合計 100,772

経常利益 802,830

特別利益  

固定資産売却益 219,352

貸倒引当金戻入額 4,470

償却債権取立益 12,957

清算配当金 1,115

特別利益合計 237,896

特別損失  

固定資産売却損 1,067

減損損失 97,976

固定資産除却損 32,496

投資有価証券評価損 3,657

関係会社株式売却損 19,079

店舗閉鎖損失 14,792

貸倒引当金繰入額 2,200

賃貸借契約解約損 4,458

特別損失合計 175,727

税金等調整前四半期純利益 864,999

法人税、住民税及び事業税 26,635

法人税等調整額 △28,211

法人税等合計 △1,576

四半期純利益 866,575



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,521,797

売上原価 3,016,482

売上総利益 4,505,315

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 638,939

貸倒引当金繰入額 5,000

給料手当及び賞与 373,254

賞与引当金繰入額 76,855

退職給付費用 10,653

雑給 704,123

消耗品費 152,311

賃借料 454,350

のれん償却額 23,178

その他の販売費及び一般管理費 936,082

販売費及び一般管理費合計 3,374,748

営業利益 1,130,567

営業外収益  

受取利息及び配当金 729

負ののれん償却額 66,494

その他 17,544

営業外収益合計 84,768

営業外費用  

支払利息 26,626

その他 9,646

営業外費用合計 36,273

経常利益 1,179,063

特別利益  

固定資産売却益 19,714

貸倒引当金戻入額 3,100

償却債権取立益 10,930

特別利益合計 33,744

特別損失  

減損損失 20,792

固定資産除却損 620

投資有価証券評価損 3,075

店舗閉鎖損失 3,870

貸倒引当金繰入額 2,200

賃貸借契約解約損 919

特別損失合計 31,477

税金等調整前四半期純利益 1,181,330

法人税、住民税及び事業税 8,722

法人税等調整額 △4,904

法人税等合計 3,817

四半期純利益 1,177,512



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 864,999

減価償却費 1,007,806

減損損失 97,976

のれん償却額 61,254

負ののれん償却額 △199,483

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,729

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,127

ポイント引当金の増減額（△は減少） △17,161

受取利息及び受取配当金 △6,402

支払利息 74,932

固定資産売却損益（△は益） △218,284

固定資産除却損 32,496

投資有価証券評価損益（△は益） 3,657

関係会社株式売却損益（△は益） 19,079

売上債権の増減額（△は増加） △419,961

預け金の増減（△は増加） △1,029,877

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,464

仕入債務の増減額（△は減少） 245,681

その他 △127,138

小計 280,712

利息及び配当金の受取額 36,137

利息の支払額 △72,397

法人税等の支払額 △41,213

法人税等の還付額 7,892

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,130

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 △1,515,851

有形固定資産の売却による収入 295,744

無形固定資産の取得による支出 △124,874

投資有価証券の取得による支出 △6,825

関係会社株式の売却による収入 1,605,466

貸付金の回収による収入 14,380

その他 2,350

投資活動によるキャッシュ・フロー 270,391

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） 932,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,119,000

社債の償還による支出 △120,000

自己株式の取得による支出 △270,230

配当金の支払額 △206,977

財務活動によるキャッシュ・フロー 115,791

現金及び現金同等物に係る換算差額 △342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 596,971

現金及び現金同等物の期首残高 1,682,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,279,928



 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） 

 当社グループはイメージングサービス事業及びこれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（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〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         6,132千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式         1,352千株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

（決議） 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 206,979 40.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金



「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 

  

科目 

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） 

金額（千円）  
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       20,199,190  100.0

Ⅱ 売上原価    9,937,227    49.2

売上総利益    10,261,962    50.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１．販売促進費及び広告宣伝費   1,004,719         

２．給料手当及び賞与   1,287,149         

３．賞与引当金繰入額   90,017         

４．退職給付費用   36,147         

５．雑給   1,952,502         

６．消耗品費及び修繕費  599,059         

７．賃借料及びリース料   1,424,764         

８．のれん償却額  90,637         

９．その他   2,481,650  8,966,646  44.4

営業利益        1,295,315  6.4

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   12,377         

２．仕入割引   22,229         

３．負ののれん償却額   199,094         

４．その他   48,028  281,730  1.4

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   93,125         

２．持分法による投資損失   68,456         

３．その他   35,855  197,438  1.0

経常利益        1,379,607  6.8

Ⅵ 特別利益               

１．固定資産売却益  72,716         

２．貸倒引当金戻入益  22,888         

３．償却債権取立益  31,282         

４．清算配当金  20,724  147,612  0.7

Ⅶ 特別損失               

１．固定資産除却損  14,454         

２．減損損失  180,480         

３．投資有価証券評価損  31,300         

４．店舗閉鎖損  16,520  242,755  1.2

税金等調整前四半期純利益        1,284,464  6.3

法人税、住民税及び事業税  31,979         

法人税等調整額  △6,504  25,475  0.1

少数株主持分利益        58     0.0

四半期純利益        1,258,930     6.2



（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 
（自 平成19年４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      

税金等調整前四半期純利益  1,284,464

減価償却費  930,821

減損損失  180,480

のれん償却額  90,637

負ののれん償却額  △199,094

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △22,888

退職給付引当金の増減額（減少：△）  11,493

ポイント引当金の増減額（減少：△）  △22,479

受取利息及び受取配当金  △13,579

支払利息  93,125

持分法による投資損失  68,456

固定資産売却益  △72,716

固定資産除却損  14,454

清算配当金  △20,724

投資有価証券評価損  31,300

売上債権の増減額（増加：△）  △741,009

たな卸債権の増減額（増加：△）  △163,855

仕入債務の増減額（減少：△）  912,702

その他  △1,657,706

小計  703,882

利息及び配当金の受取額  43,490

利息の支払額  △83,999

法人税等の支払額  △119,243

法人税等の還付額  3,407

営業活動によるキャッシュ・フロー  547,537

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  △892,840

有形固定資産の売却による収入  110,021

無形固定資産の取得による支出  △143,256

投資有価証券の取得による支出  △60,072

子会社株式の追加取得による支出  △1,396

営業譲受による支出  △265,754

貸付けによる支出  △339,000

貸付金の回収による収入  313,348

その他  140,199

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,138,751



  

  

  
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（減少：△）  1,163,000

長期借入れによる収入  700,000

長期借入金の返済による支出  △1,161,332

社債の償還による支出  △120,000

自己株式の取得による支出  △71,014

配当金の支払額  △105,354

財務活動によるキャッシュ・フロー  405,298

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △191

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △186,107

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,628,584

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,442,477



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） 

 当社グループはイメージングサービス事業及びこれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種

類がないため該当事項はありません。 

  

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

（３）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〕 

〔海外売上高〕 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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