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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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10月期第1四半期 1,168 ― 79 ― △115 ― △97 ―

20年10月期第1四半期 813 △11.5 124 △31.7 127 △25.9 60 △35.2

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10月期第1四半期 △3,560.48 ―

20年10月期第1四半期 2,171.10 2,167.59

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10月期第1四半期 3,892 1,191 29.5 42,184.31
20年10月期 3,942 1,334 32.5 46,769.36

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  1,148百万円 20年10月期  1,282百万円

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10月期 ― ― ― 1,200.00 1,200.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 600.00 600.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 2,300 31.2 129 △14.6 △30 ― △45 ― △1,641.62

通期 4,300 31.4 180 17.6 140 △32.0 50 13.6 1,824.02

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、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。  

(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. 予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等は、状況の
変化などにより、予想とは異なる場合があることをご承知おきください。業績予想の前提となる条件等については、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」をご覧ください。 
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）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。  

 

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10月期第1四半期  28,903株 20年10月期  28,903株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  1,684株 20年10月期  1,491株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  27,309株 20年10月期第1四半期  27,759株
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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 

当第１四半期連結会計期間におきまして、米国発の金融混乱は実体経済へと大きく影響し、欧州経
済をはじめ世界経済に波及しております。高成長を続けた中国経済においても成長鈍化を強いられて
いるほか、我が国経済におきましても、不安定な為替動向や外需の減少により、企業の生産及び設備
投資は急激に減退し、雇用情勢も急速に悪化しております。個人消費においても慎重化姿勢が広がる
中、景気底打ちの見通しについては不透明感が増しており、今後の先行き経済は予断を許さない状況
となっております。 

会計ソフトウェア業界におきましては、四半期報告制度の導入や内部統制システムの構築への要望
の高まりから、情報化投資の必要性の認識は浸透しているものの、企業業績の大幅な縮小を背景に、
システムに対する投資意思決定は慎重化を極めております。 

また、人材ビジネス業界におきましては、先行きの不透明感を懸念し、採用を見送る企業が増えて
おり、人材紹介業を取り巻く環境はさらなる厳しさが予想されます。 

マーチャンダイズ事業における観賞魚業界におきましては、個人消費が低迷する中、特に嗜好品で
ある観賞魚に対する購買意欲には大きな冷え込みが見られております。 

健康・生活関連事業におきましては、人々の健康に対するニーズが高まる中、製品に対する機能、
効能に対する意識も同様に高まっており、機能性をより客観的に評価、証明することで消費者の信頼
に応えることが課題となっております。生活衣料等におきましては、生活防衛意識の高まりを受け、
より低価格で高品質の商品開発が求められております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、新会計基準に準拠した会計パッケージの販売
や会計コンサルティングを行う会計関連事業を中核としつつ、シナジー効果の期待できる人事・総務
関連事業も行うことで、グループとして企業管理部門に対する総合的なサービスを提供するほか、今
後市場の成長が期待される健康・生活関連事業にも展開しております。 

会計関連事業におきましては、主力製品である連結会計パッケージ「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を引
き続き営業展開したほか、ＳＰＣ会計のアウトソーシングを含めた会計コンサルティングについても
積極的に展開しました。 

人事・総務関連事業におきましては、経理や金融部門の人材紹介及び福利厚生施設の施工や管理サ
ービスを中心に拡大を図りましたが、外資系金融機関が採用を大幅に縮小する中、同業界向けの人材
紹介は苦戦を強いられました。また、景気の減速感により福利厚生施設に対する投資の意思決定にも
慎重化姿勢が広がりました。 

マーチャンダイズ事業における観賞魚の販売、レンタルサービスにおきましては、消費低迷の影響
を受け、厳しさを増しておりますが、店舗施策、原価管理等、様々な施策を講じました。 

健康・生活関連事業におきましては、主力製品である「ひだまり」健康肌着の販売に注力するほか、
婦人向け衣料に関してもオリジナル商品の開発・販売を積極的に展開いたしました。また、当第１四
半期連結会計期間より婦人層向け通信販売を行う株式会社かっぷ＆ソーサ、広告代理業の株式会社Ｃ
Ｓプランニングが加わり、同事業として、製造から卸、小売までのルートを確立いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は 1,168 百万円、連結営業利益は 79 百
万円となりましたが、子会社の輸入取引に係るリスクヘッジのため行っていた通貨オプション取引等
に係る円高でのデリバティブ評価損を 183 百万円計上したことにより、連結経常損失は 115 百万円、
連結四半期純損失は 97 百万円となりました。 
 

a) 会計関連事業 
会計関連事業におきましては、決算開示の早期化や連結経営管理のニーズに対応すべく、主力製品

である連結会計パッケージソフト「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を積極的に営業展開しました。 
また、内部統制構築等の顧客ニーズに対応するため、内部統制コンサルティングを提供するほか、

会計アウトソーシングについても積極的に獲得してまいりました。 
その結果、会計関連事業の売上高は 122 百万円、営業利益は 30 百万円となりました。 

 

b) 人事・総務関連事業 
人事・総務関連事業における人事部門につきましては、会計関連事業とのシナジー効果を期待し、

経理部門や金融部門の人材紹介を中心に事業拡大を図りました。総務部門につきましては、学校法人
の体育施設や大企業の福利厚生施設の施工・管理のサービスを行っております。 

その結果、人事・総務関連の売上高は 55 百万円、営業損失は 22 百万円となりました。 

 

c) マーチャンダイズ事業 
マーチャンダイズ事業では、他社の会計システムやシステム機器等の提供及び熱帯魚店の運営を始

めとするアクアリウム事業を行っております。 
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マーチャンダイズ事業の売上高は 92 百万円、営業損失は 18 百万円となりました。 

 

d) 健康・生活関連事業 
健康・生活関連事業では、「ひだまり」ブランドを始めとした健康肌着、サポーター等の製造、販

売のほか、ミセス向け衣料の販売を行っております。当第１四半期連結会計期間より新規に子会社化
したミセス向け通信販売を行う株式会社かっぷ＆ソーサが加わり、健康・生活関連事業の売上高は 912
百万円、営業利益は 122 百万円となりました。 

なお当第１四半期連結会計期間の事業の種類別セグメントの売上高の金額には、セグメント間の内
部売上高又は振替高を含んでおります。 

 

 

 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 3,892 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 50 百万円
の減少となりました。 
 また、当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投
資有価証券の売却による収入等により資金を取得したものの、短期借入金の減少や長期借入金の返
済による支出等により資金が流出した結果、前期末に比べ 229 百万円減少し、当第１四半期連結会
計期間末には 858 百万円となりました。 
なお、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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) 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、３百万円となりました。そ
の主な内訳は、収入要因として、仕入債務の増加額 75 百万円、たな卸資産の減少額 57 百万円、支
出要因として、税金等調整前四半期純損失 117 百万円、売上債権の増加額 158 百万円、法人税等の
支払額 41 百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、35 百万円となりました。そ
の主な内訳は、支出要因として、投資有価証券の取得による支出 45 百万円、無形固定資産の取得に
よる支出 12 百万円、収入要因として、投資有価証券の売却による収入 19 百万円であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、193 百万円となりました。そ

の主な内訳は、支出要因として、短期借入金の純減少額 91 百万円、長期借入金の返済による支出 40
百万円であります。 
 

 

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

企業業績の縮小、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、当社グループを取り巻く環境は非常に厳し
いものが予想されますが、今後の営業施策や収益改善施策等を鑑みた結果、平成 20 年 12 月５日に公
表いたしました業績見通しに変更ありません。 
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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) 
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簡便な会計処理 

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し
ております。 

 ・棚卸資産の評価方法 
一部の子会社においては、当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸

を省略し、前連結会計年度末の実地棚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。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ
てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・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。 
 ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認
められる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ
ンニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、また
は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、前連結会計年度におい
て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの
を利用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 

 ・税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
 

(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 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 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」（企業会計基準委員会 
平成 18 年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、従来の原価法から
原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

     この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年1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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 856,757 1,092,846

受取手形及び売掛金 578,952 421,406

商品及び製品 454,715 547,425

仕掛品 68,093 39,126

原材料及び貯蔵品 42,437 36,056

その他 203,720 152,252

貸倒引当金 △5,965 △4,986

流動資産合計 2,198,710 2,284,127

固定資産   

有形固定資産 533,167 541,302

無形固定資産   

のれん 150,254 159,694

その他 81,455 79,459

無形固定資産合計 231,710 239,153

投資その他の資産   

投資有価証券 235,876 207,395

投資不動産 451,391 452,312

その他 241,254 218,087

貸倒引当金 △16 △19

投資その他の資産合計 928,504 877,776

固定資産合計 1,693,382 1,658,233

資産合計 3,892,092 3,942,360

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 340,557 265,946

短期借入金 1,128,457 1,226,876

未払法人税等 58,596 38,175

賞与引当金 18,460 21,997

その他 483,725 325,202

流動負債合計 2,029,796 1,878,198

固定負債   

社債 128,000 148,000

長期借入金 411,668 444,956

退職給付引当金 67,520 77,780

役員退職慰労引当金 25,000 25,000

その他 38,740 34,626

固定負債合計 670,928 730,362

負債合計 2,700,725 2,608,561
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年1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10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 586,085 586,085

資本剰余金 524,684 524,684

利益剰余金 154,413 284,540

自己株式 △117,034 △111,601

株主資本合計 1,148,148 1,283,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66 △1,667

評価・換算差額等合計 66 △1,667

少数株主持分 43,152 51,757

純資産合計 1,191,367 1,333,799

負債純資産合計 3,892,092 3,942,360
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年1月31日) 

売上高 1,168,468

売上原価 676,262

売上総利益 492,205

販売費及び一般管理費 412,958

営業利益 79,246

営業外収益  

投資不動産賃貸料 5,563

投資有価証券売却益 1,643

負ののれん償却額 2,099

持分法による投資利益 539

その他 2,619

営業外収益合計 12,466

営業外費用  

支払利息 7,974

投資有価証券売却損 449

デリバティブ評価損 182,506

不動産賃貸原価 2,335

その他 13,585

営業外費用合計 206,851

経常損失（△） △115,137

特別損失  

投資有価証券評価損 1,276

その他 139

特別損失合計 1,415

税金等調整前四半期純損失（△） △116,553

法人税等 △21,543

少数株主利益 2,223

四半期純損失（△） △97,233
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年1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（△） △116,553

減価償却費 12,242

ソフトウエア償却費 8,271

のれん及び負ののれん償却額 9,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） 977

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,260

受取利息及び受取配当金 △128

支払利息 7,974

為替差損益（△は益） 4,218

持分法による投資損益（△は益） △539

投資有価証券売却損益（△は益） △1,194

デリバティブ評価損益（△は益） 182,506

投資有価証券評価損益（△は益） 1,276

売上債権の増減額（△は増加） △157,545

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,362

仕入債務の増減額（△は減少） 74,610

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,217

その他 △35,872

小計 49,464

利息の支払額 △6,136

法人税等の支払額 △40,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,727

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 △2,360

無形固定資産の取得による支出 △12,153

投資有価証券の取得による支出 △44,883

投資有価証券の売却による収入 19,150

その他 4,887

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,358

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） △91,250

長期借入金の返済による支出 △40,457

社債の償還による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △5,530

配当金の支払額 △24,136

少数株主への配当金の支払額 △10,828

その他の支出 △303

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,505
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(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年1月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229,360

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 858,449
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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１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 11 月１日 至 平成 21 年１月 31 日） 

 

会計関連 

事業 

（千円） 

人事・総務 

関連事業 

（千円） 

マーチャン 

ダイズ事業 

（千円） 

健康・生活 

関連事業 

（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 115,383 50,076 91,211 911,797 1,168,468 ― 1,168,468 

(2)セグメント間の内

部売上高又は 

振替高 6,210 5,300 724 ― 12,234 (12,234) ― 

計 121,593 55,377 91,935 911,797 1,180,702 (12,234) 1,168,468 

営業利益又は 

営業損失（△） 
30,488 △22,044 △18,061 122,466 112,849 (33,602) 79,246 

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王 SUMMIT 等）、会計コンサルティング 

② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連器材 

④ 健康・生活関連事業・・健康肌着の製造・販売、婦人服の輸入・卸、通信販売 

  ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 36,769 千円は、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 
 当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 11 月１日 至 平成 21 年１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１四半期連結累計期間（自 平成 20 年 11 月１日 至 平成 21 年１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。 

 

(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等 

(1) 四半期連結損益計算書 

    前第１四半期連結累計期間 （自 平成 19 年 11 月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

 
前年同四半期 

(平成 20 年 10 月期 
第１四半期) 

区分 金額(千円) 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高  812,761 100.0 

Ⅱ 売上原価  432,343 53.2 

   売上総利益  380,417 46.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  256,471 31.6 

   営業利益  123,946 15.2 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 327   

 ２ 投資有価証券売却益 4,169   

 ３ 不動産賃貸収入 5,494   

 ４ 負ののれん償却額 2,099   

 ５ 持分法による投資利益 5,829   

 ６ その他 1,192 19,111 2.4 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 6,431   

 ２ 不動産賃貸原価 2,613   

 ３ 投資有価証券売却損 4,043   

 ４ その他 3,237 16,324 2.0 

   経常利益  126,733 15.6 

    税金等調整前 
    四半期純利益 

 126,733 15.6 

    法人税、住民税 
    及び事業税 

 61,149 7.5 

    少数株主利益  5,315 0.7 

    第１四半期純利益  60,267 7.4 
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第１四半期連結累計期間 （自 平成 19 年 11 月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

 
前年同四半期 

(平成 20 年 10 月期 
第１四半期) 

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 126,733 

   減価償却費 13,404 

   ソフトウェア償却費 8,990 

   のれん及び負ののれん償却額 5,762 

   貸倒引当金の増加額（減少は△）    1,253 

   賞与引当金の増加額（減少は△）   529 

   退職給付引当金の増加額（減少は△）    1,249 

   受取利息及び受取配当金    △327 

   支払利息    6,431 

   持分法による投資利益    △5,829 

   為替差損 499 

   社債発行費    2,417 

   投資有価証券売却益    △4,169 

   投資有価証券売却損    4,043 

   売上債権の減少額（増加は△） △84,702 

   たな卸資産の減少額（増加は△） 28,779 

   その他の資産の減少額（増加は△） △56,144 

   仕入債務の増加額（減少は△） △16,151 

   未払消費税等の増加額（減少は△） △4,559 

   その他負債の増加額（減少は△） 29,664 

   その他 △2,670 

    小計 55,202 

   利息及び配当金の受取額 284 

   利息の支払額 △5,717 

   法人税等の支払額 △54,319 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △4,549 

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 △68,194 

   無形固定資産の取得による支出 △7,863 

   投資有価証券の売却による収入   34,283 

   新規子会社の取得による支出    △31,437 

   貸付金の実行による支出    △3,350 

   貸付金の回収による収入    270 

   保証金の支払いによる支出    △188 

   その他投資活動による支出    △1,865 

   その他投資活動による収入 5,982 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △72,364 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の純増加額（減少は△） △122,500 

   長期借入れによる収入 330,000 

   長期借入金の返済による支出 △146,626 

   社債の発行による収入 197,582 

   配当金の支払額 △18,358 

   少数株主への配当金の支払額 △13,125 

   その他財務活動による支出 △125 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 226,847 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △499 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△） 149,434 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 891,898 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,041,332 
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