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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 61,445 ― 401 ― △98 ― 4,702 ―
20年3月期第3四半期 113,446 9.6 1,652 ― 319 ― 2,125 ―

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 416.29 ―
20年3月期第3四半期 185.45 ―

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 45,174 6,233 13.8 551.82
20年3月期 111,145 11,908 2.4 233.39

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  6,233百万円 20年3月期  2,636百万円

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 ― ― ― 100.00 100.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 81,000 △48.0 700 △76.4 100 △87.9 4,720 ― 417.83

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４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。〕  

(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  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４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．平成20年11月12日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
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およ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。なお、上記業績予想に関する事項は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」をご参照ください。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名
日本テレコムインボイス株式会社、株式会社ダ
イナシティ

）

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 11,680,153株 20年3月期 11,680,153株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 383,586株 20年3月期 383,586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 11,296,567株 20年3月期第3四半期 11,459,391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３四半期における国内外の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する金融不安、株価・為替の変動な

どにより、企業収益は全体的に悪化し、非正規雇用労働者を中心とした雇用環境や所得環境の悪化が顕著となる中、

個人消費もより一層冷え込んだ状況で推移しており、今後においても景気減速傾向は深刻化の様相を呈しておりま

す。

　一方、わが国の通信業界は、固定電話市場におけるブロードバンドサービスの展開に加え、固定通信と移動通信の

サービス融合が進み、移動通信市場における各種高機能端末を始めとする商品開発の多様化や端末の割賦販売を盛り

込んだ新たな料金体系が導入されるなど、事業環境は急速な変化を見せており、全体的には、通信料金の低価格化が

進行し、事業者間における競争も更に激化する傾向にあります。

　このような状況の中、第２四半期連結会計期間において、株式会社ダイナシティ及びその連結子会社を連結の範囲

から除外したことを契機に、当第３四半期連結会計期間より通信事業に特化し、料金請求・回収業務における顧客基

盤の強化・拡大及びコスト管理の徹底をした結果、売上高等は堅調に推移いたしました。しかしながら、不動産市況

を始めとするわが国全体の実体経済の悪化の影響もあり、株式会社ダイナシティに対する貸付債権の一部回収にあた

り、担保等で回収を見込んでいた債権回収額を下回る見込みとなったことから、貸倒引当金繰入額を特別損失として

計上いたしました。

　また、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を展開いたしましたが、前期(平成19年９月)に株式会社

インボイスＲＭ及びその連結子会社、当期の第１四半期（平成20年４月）に日本テレコムインボイス株式会社の保有

株式をそれぞれ全て譲渡、当期の第２四半期に株式会社ダイナシティ及びその連結子会社を連結の範囲から除外した

ことなどにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比べ52,000,939千円減少の61,445,107千円（前年

同期は113,446,046千円）、経常損失は前年同期に比べ417,917千円減少の98,530千円（前年同期は319,386千円の利

益）、四半期純利益は前年同期に比べ2,577,532千円増加の4,702,683千円（前年同期は2,125,150千円の利益）とな

りました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産に関する分析

　　 当第３四半期連結会計期間末の資産は、45,174,402千円（前連結会計年度末は111,145,198千円）、負債は、

38,940,783千円（前連結会計年度末は99,236,642千円）、純資産は6,233,619千円（前連結会計年度末は11,908,555

千円）となりました。主な減少内容は、第１四半期連結会計期間において、日本テレコムインボイス株式会社

（現:ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式を譲渡したため連結の範囲から除外していること、ま

た、第２四半期連結会計期間において、株式会社ダイナシティを連結の範囲から除外したこと、更に当第３四半

期連結会計期間においては、長・短借入金の返済があったことから資産、負債、純資産は減少しております。な

お、従来、流動資産として保有していた販売用不動産9,050,514千円につきましては、子会社における開発中プロ

ジェクトの中止に伴い、当第３四半期連結会計期間において、当該プロジェクトに係る資産の所有目的を変更し

たため、固定資産の投資不動産に振替えております。また、流動資産として保有していた営業投資有価証券399,268

千円につきましては、子会社における投資事業部門の廃止に伴い、保有目的を変更したため、固定資産の投資有

価証券に振替えております。
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　  （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における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッ

シュ・フロー4,361,676千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー22,687,755千円の増加、財務活動によ

るキャッシュ・フロー23,336,160千円の減少、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額3,005,263千円が

あったことにより、前連結会計年度末の資金に比べ8,015,345千円減少し、4,124,428千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は、4,361,676千円となりました。

　主な要因としましては、株式会社ダイナシティに対する貸付金等にかかる貸倒引当金の増加10,672,601千円、

事業再構築損5,992,683千円、関係会社株式評価損3,036,853千円があった一方で、税金等調整前四半期純損失

2,172,107千円、日本テレコムインボイス株式会社（現:ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）の株式

譲渡に伴う関係会社株式売却益20,992,943千円、法人税等の支払額1,487,652千円等があ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）

　投資活動の結果増加した資金は、22,687,755千円となりました。

　主な要因としましては、日本テレコムインボイス株式会社（現:ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会

社）の株式譲渡に伴う収入（連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入）24,704,601千円等があっ

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）

　財務活動の結果減少した資金は、23,336,160千円となりました。

　主な要因としましては、長・短借入金の純減少額21,980,055千円、配当金の支払額1,115,414千円等によるも

のであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 当第３四半期における連結業績につきましては、企業向け通信統合サービス事業及び集合住宅向け通信統合サー

ビス事業は予想通り堅調に推移しているものの、本日発表の「特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、株式会

社ダイナシティに対する債権等について特別損失を計上したことから、平成20年11月12日に公表いたしました平成

21年３月期の連結業績予想並びに個別業績予想数値を下記の通り修正しております。　

 

　　　　　　平成21年３月期　連結業績予想数値の修正　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前回発表（Ａ） 今回発表（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％）

　売上高 81,000 81,000 － －

　営業利益 700 700 － －

　経常利益 100 100 － －

　当期純利益 5,250 4,720 △530 △10.1

 

　        （ご参考）

　　　　　　平成21年３月期　個別業績予想数値の修正　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前回発表（Ａ） 今回発表（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ） 増減率（％）

　売上高 58,000 58,000 － －

　営業利益 1,800 1,800 － －

　経常利益 1,600 1,600 － －

　当期純利益 △19,700 △20,200 △500 △2.5
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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）

日本テレコムインボイス株式会社（現:ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社）は株式をすべて譲渡し

たため、第１四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。また、株式会社ダイナシティは、

民事再生手続開始の申立てに伴い、当社との有効な支配従属関係が存在せず、かつ、当社の利害関係人の判断

を著しく誤らせるおそれがあるため、同社及びその連結子会社を第２四半期連結会計期間より連結の範囲から

除外しております。

（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

　該当事項はありません。

（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 会計処理基準に関する変更

　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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別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、個別法による原価法（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、税金等調整前四半期純損失が5,666,282千円増加いたしました。

 ③ リース取引に関する会計基準の適用

　　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、平成19年３月

30日最終改正）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、平成19年３月30日最終改正）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

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、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、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

  なお、リース取引開始日が適用初年度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

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

  これにより、営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。
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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 4,172,425 12,139,774

受取手形及び売掛金 13,394,016 17,570,085

完成工事未収入金 25,044 109,513

営業投資有価証券 － 842,071

商品及び製品 － 5,422

原材料及び貯蔵品 259,166 23,577

未成工事支出金 147,357 58,558

販売用不動産 － 64,208,387

繰延税金資産 59,689 212,635

その他 1,170,863 9,259,057

貸倒引当金 △28,407 △139,062

流動資産合計 19,200,155 104,290,019

固定資産   

有形固定資産 438,303 901,470

無形固定資産   

のれん 1,301,879 465,510

その他 379,279 480,424

無形固定資産合計 1,681,159 945,934

投資その他の資産   

投資有価証券 1,134,101 1,453,733

投資不動産 9,050,514 －

敷金及び保証金 518,437 1,337,860

破産更生債権等 20,291,238 －

繰延税金資産 3,288,970 675,231

その他 108,680 2,930,731

貸倒引当金 △10,537,158 △1,389,783

投資その他の資産合計 23,854,784 5,007,773

固定資産合計 25,974,247 6,855,178

資産合計 45,174,402 111,145,198



（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 10,936,226 23,516,057

工事未払金 30,027 81,465

短期借入金 21,994,000 40,532,096

未払法人税等 35,829 1,684,122

賞与引当金 54,000 309,101

その他 989,518 5,251,539

流動負債合計 34,039,602 71,374,381

固定負債   

社債 760,000 940,000

長期借入金 2,543,000 26,480,065

退職給付引当金 70,181 54,265

長期預り敷金保証金 3,140 385,298

債務保証損失引当金 1,427,450 －

その他 97,409 2,632

固定負債合計 4,901,180 27,862,260

負債合計 38,940,783 99,236,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,341,347 17,341,347

資本剰余金 19,123,006 20,252,663

利益剰余金 △25,501,983 △30,204,667

自己株式 △4,693,756 △4,693,756

株主資本合計 6,268,615 2,695,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,185 △32,276

繰延ヘッジ損益 △22,810 △26,849

評価・換算差額等合計 △34,995 △59,125

新株予約権 － 119,451

少数株主持分 － 9,152,640

純資産合計 6,233,619 11,908,555

負債純資産合計 45,174,402 111,145,198



（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 61,445,107

売上原価 56,503,476

売上総利益 4,941,630

販売費及び一般管理費 4,540,351

営業利益 401,278

営業外収益  

受取利息 244,172

受取配当金 3,205

負ののれん償却額 12,202

賃貸収入 80,550

その他 195,094

営業外収益合計 535,225

営業外費用  

支払利息 758,096

支払手数料 229,661

その他 47,276

営業外費用合計 1,035,035

経常損失（△） △98,530

特別利益  

関係会社株式売却益 20,992,943

その他 106,776

特別利益合計 21,099,719

特別損失  

固定資産除却損 9,592

投資不動産売却損 5,486

減損損失 14,037

事業再構築損 7,891,069

投資有価証券評価損 274,966

関係会社株式評価損 3,036,853

貸倒引当金繰入額 10,511,792

債務保証損失引当金繰入額 1,427,450

投資有価証券売却損 2,046

特別損失合計 23,173,295

税金等調整前四半期純損失（△） △2,172,107

法人税、住民税及び事業税 58,393

法人税等調整額 △2,476,403

法人税等合計 △2,418,009

少数株主損失（△） △4,456,780

四半期純利益 4,702,683



（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 △2,172,107

減価償却費 101,916

減損損失 14,037

のれん償却額 54,446

事業再構築損 5,992,683

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,672,601

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,664

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,427,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,915

開発損失引当金の増減額（△は減少） 1,898,385

受取利息及び受取配当金 △247,377

支払利息 758,096

固定資産除却損 9,592

投資有価証券評価損益（△は益） 274,966

関係会社株式評価損 3,036,853

関係会社株式売却損益（△は益） △20,992,943

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 254,115

売上債権の増減額（△は増加） △1,918,199

たな卸資産の増減額（△は増加） 728,248

仕入債務の増減額（△は減少） △1,850,565

未払費用の増減額（△は減少） △103,943

その他 △105,648

小計 △2,248,138

利息及び配当金の受取額 247,429

利息の支払額 △741,913

事業再構築損の支払 △131,401

法人税等の支払額 △1,487,652

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,361,676

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 800,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △148,260

有形及び無形固定資産の売却による収入 121

投資有価証券の売却による収入 4,371

貸付金の回収による収入 1,702,279

貸付けによる支出 △4,171,150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

24,704,601

投資不動産の取得による支出 △610,308

投資不動産の売却による収入 85,213

保険積立金の解約による収入 228,213



（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) 

その他 92,674

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,687,755

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） △15,178,499

長期借入れによる収入 2,020,000

長期借入金の返済による支出 △8,821,556

社債の償還による支出 △180,000

リース債務の返済による支出 △12,694

預金の担保提供による支出 △47,996

配当金の支払額 △1,115,414

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,336,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,010,081

現金及び現金同等物の期首残高 12,139,774

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △3,005,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,124,428



　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。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

 

企業向け通
信統合サー
ビス事業
（千円）

集合住宅
向け通信
統合サー
ビス事業
（千円）

不動産関連
事業

（千円）

その他
の事業
（千円）

計
（千円）

消去
又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

（1）外部顧客に対する売上

高
54,963,306 1,586,406 4,300,380 595,013 61,445,107 － 61,445,107

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
15,497 － － 3,510 19,007 　(19,007) －

計 54,978,804 1,586,406 4,300,380 598,523 61,464,114 　(19,007) 61,445,107

営業利益

(又は営業損失）
1,252,562 323,454 △931,906 △242,830 401,278  － 　 401,278

（注）１．事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な事業内容

（1）企業向け通信統合サービス事業…………通信料金一括請求サービス、国際通信サービス、その他

（2）集合住宅向け通信統合サービス事業……集合住宅向け電話サービス、集合住宅向けインターネット接続

サービス

（3）不動産関連事業……………………………不動産賃貸事業（仲介・管理業務・サブリース）、管理組合事業、

マンションＩＴ化事業等（プロバイダー事業含む）

（4）その他の事業………………………………空調工事事業等

　３．第１四半期連結会計期間において、当社が所有する日本テレコムインボイス株式会社（現：ソフトバンクテレ

コムパートナーズ株式会社）の株式をすべて売却したことにより子会社ではなくなったため、資産は減少して

おります。なお、前連結会計年度末の企業向け通信統合サービス事業の資産23,162,399千円に含まれる同社の

金額は11,830,589千円であります。

　４．株式会社ダイナシティ（「不動産関連事業」）は、民事再生手続開始の申立てに伴い、第２四半期連結会計期

間より、同社及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。なお、前連結会計年度末の「不動産関

連事業」の資産74,787,577千円に含まれる同社の金額は、65,593,105千円であります。

 

〔所在地別セグメント情報〕

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）において、本邦以外の国または地

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。

〔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）において、本邦以外の国または地

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。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前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

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 113,446,046

Ⅱ　売上原価 94,645,386

売上総利益 18,800,660

Ⅲ　販売費及び一般管理費 17,148,219

営業利益 1,652,440

Ⅳ　営業外収益 337,608

１．受取利息　 102,656

２．その他　 234,952

Ⅴ　営業外費用 1,670,662

１．支払利息　 1,342,106

２．支払手数料　 264,193

３．その他　 64,362

経常利益 319,386

Ⅵ　特別利益 2,904,145

１．投資有価証券売却益　 1,000,000

２．関係会社株式売却益　 1,347,070

３．その他 557,075

Ⅶ　特別損失 130,537

１．減損損失　 22,974

２．その他 107,563

税金等調整前四半期純利益 3,092,994

法人税、住民税及び事業税 1,932,429

過年度法人税等 1,260

法人税等調整額 △266,397

少数株主損失（△） △699,448

四半期純利益 2,125,150

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 3,092,994

減価償却費 179,382

減損損失 22,974

のれん償却額 208,452

貸倒引当金の増加・減少（△）額 236,613

賞与引当金の増加・減少（△）額 △74,153

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △2,257

契約期間損失引当金の増加・減少(△) 額 △12,845

開発損失引当金の増減額 548,981

受取利息及び受取配当金 △108,660

支払利息 1,342,106

持分法による投資損益 △1,922

棚卸資産評価損 107,535

有形・無形固定資産除却損 13,476

投資有価証券評価損 38,500

投資有価証券売却益 △1,000,000

有形・無形固定資産売却益 △549,051

関係会社株式売却益 △1,347,070

営業投資有価証券の減少・増加（△）額 △2,199,515

売上債権の減少・増加（△）額 △1,439,735

たな卸資産の減少・増加（△）額 △28,534,514

仕入債務の増加・減少（△）額 4,939,744

未払費用の増加・減少（△）額 △577,904

未収還付消費税等の減少・増加（△）額 409,198

その他 1,050,143

小計 △23,657,527

利息及び配当金の受取額 105,023

利息の支払額 △1,419,196

法人税等の支払額 △3,140,244

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,111,944

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預け入れによる支出 △500,000

定期預金の払い戻しによる収入 500,000

有形・無形固定資産の取得による支出 △51,391

有形・無形固定資産の売却による収入 800,011

投資有価証券の取得による支出 △1,286,167

投資有価証券の売却による収入 4,828,115

貸付による支出 △6,741,748

貸付金の回収による収入 2,716,741

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 8,545,550

その他 41,258

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,852,370

Ⅲ　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 2,543,601

長期借入金の借入による収入 26,318,831

長期借入金の返済による支出 △5,314,498

社債の償還による支出 △8,650,000

新株予約権の発行による収入 28,000

自己株式の取得による支出 △1,104,770

配当金の支払額 △1,154,096

その他 △6,310

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,660,756

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △6,598,817

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,518,602

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の期首残高 1,571

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 12,921,357

－ 4 －
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