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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、平成20年12月期第１四半期は１株当たり四半期純損失を計上しているため、平成21年12月期第１四半
期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 2,070 ― 579 ― 597 ― 491 ―
20年12月期第1四半期 1,153 △87.1 △203 ― △215 ― △219 ―

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12月期第1四半期 1.94 ―
20年12月期第1四半期 △1.26 ―

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12月期第1四半期 20,758 3,029 14.6 11.96
20年12月期 20,227 2,459 12.2 9.71

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  3,029百万円 20年12月期  2,459百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 4,460 9.7 880 ― 730 ― 500 ― 1.97

通期 10,230 2.5 2,400 ― 2,250 ― 1,800 ― 7.10
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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）  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  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、５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)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)本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含
まれております。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述されている見通しとは大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ジャレコ ）

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12月期第1四半期 253,458,269株 20年12月期  253,458,269株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  101,236株 20年12月期  99,625株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 253,358,400株 20年12月期第1四半期 233,915,622株

- 2 -



当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、原油をはじめとする素材価格の乱高下、円高や欧米、アジ

ア向け輸出の減少等による企業収益の減少が見られるほか、雇用情勢の悪化に伴い雇用者所得は横ばい圏

内で推移し、個人消費も弱めの動きがみられます。 

このような環境のもと、当社グループでは、平成20年３月27日に公表した事業再生計画「リビルディン

グプラン」に基づき、抜本的な事業構造の改革と新たな収益構造への転換に向けた経営改革を断行してま

いりました。金融事業におけるＦＸ事業を当社グループの中核事業に位置づけ、EMCOM株式会社を筆頭と

するグループ各社が保有する金融システムの開発力、金融コンサルティング能力や専任人材をリソースと

して、ＦＸサービスの運営に必要とされる全てのリソースを提供する「総合アウトソースカンパニー」と

しての成長戦略を掲げております。また、レベニューシェア方式によるＡＳＰシステムの導入はもちろん

のこと、ビジネススキームの提案やマーケティング等のコンサルティングを通じてクライアント企業の事

業成長を支援しつつ、その恩恵を長期的かつ安定的に享受するという“WIN - WIN”のビジネスモデルの

構築にも注力しております。 

また、事業構造改革の 終段階として、不採算事業であるゲーム事業からの撤退を決定し、平成21年１

月15日付にて当社保有の株式会社ジャレコ全株式を譲渡しております。 

これら各種施策が奏功し、当社グループの中核事業に位置づけた金融事業におけるＦＸ事業で売上、取

引高、預り証拠金残高ともに急速な拡大を実現いたしました。 

その結果、当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,070百万円（前年同期は1,153百

万円）、営業利益579百万円（前年同期は203百万円の営業損失）、経常利益597百万円（前年同期は215百

万円の経常損失）、四半期純利益491百万円（前年同期は219百万円の四半期純損失）となり、前連結会計

年度における経営改革の成果を確実なものとし、前年同期に比べて飛躍的な業績の改善を実現しておりま

す。なお、前年同期比は参考情報として記載しております。 

事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 
  

〔金融事業〕 

金融事業のうちＦＸ事業について、グループ内にシステム開発会社を保有する強みを 大限に活用した

安定的なシステム運用と機動的かつスピーディなサービス拡充を武器に、株式会社パンタ・レイ証券（平

成21年５月１日付にて株式会社EMCOM証券に商号変更予定）が提供するサービス「みんなのＦＸ」におい

て、売上、取引高、預り証拠金残高ともに急速な拡大を実現致しました。また、株式会社EMCOM 

CONSULTINGにおいて、平成21年３月26日付にて株式会社ＳＶＣ証券、平成21年３月31日付にてトレイダー

ズ証券株式会社より、新たにレベニューシェア方式によるＡＳＰ提供に係る契約を獲得し、「総合アウト

ソースカンパニー」化戦略を加速するなど、業容が堅調に推移したことから、当第１四半期連結累計期間

における金融事業の売上高は2,016百万円、営業利益は741百万円となりました。 

  

〔不動産事業〕 

 不動産事業は、前連結会計年度において、不動産市況悪化の継続及び拡大により、回復の見込みが乏し

いことに起因する厳しい販売不振を踏まえて、販売用保有不動産の早期売却を実施し、事業環境の変化に

対応する適正な水準まで縮小し、安定した手数料収入を得ることが出来る仲介事業に注力する体制に移行

しております。一方、安定したインカムゲインを狙うヘルスケア事業を当社グループの不動産事業の中心

に位置づけ、経営資源の 適配分により、不動産事業全体で収益基盤の安定に向けた体制への移行をして

おります。その結果、当第１四半期連結累計期間における不動産事業の売上高54百万円、営業損失は16百

万円となりました。 

・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
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当社グループの第１四半期連結累計期間末の財政状態は、以下のとおりであります。 
  
当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末と比較して531,136千円増加し

ております。このうち主なものは、預託金の増加3,833,243千円、長期貸付金の増加496,600千円、現金及

び預金の減少994,005千円、約定見返勘定の減少2,565,802千円、信用取引資産の減少241,742千円であり

ます。 
  
当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末と比較して38,712千円減少して

おります。このうち主なものは、ＦＸ預り証拠金の増加4,098,113千円、賞与引当金の増加169,594千円及

びトレーディング商品の減少2,583,922千円、未払法人税等の減少760,936千円、未払金の減少746,151千

円、信用取引負債の減少241,742千円であります。 
  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産残高は、前連結会計年度末と比較して569,848千円増加しまし

た。このうち主なものは、四半期純利益491,456千円を計上したことによるものであります。 
  

 平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年２月19日に公表いたしました「平成20年12月期決

算短信（連結）」の業績予想から変更はありません。 

 なお、実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

    

当社は、連結子会社である株式会社ジャレコの当社保有株式のすべてを、当第１四半期連結会計期

間において第三者に譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 
  

１．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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末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り算定しています。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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
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（会計処理基準に関する事項の変更） 

１．当第１四半期連結会計期間より「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．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半

期連結会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上しています。 

   また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっています。 

   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、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。 

   この変更による総資産、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

  

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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っています。 

   この変更による損益及びセグメント情報に与える影響は軽微です。 

(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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,267,010 2,261,016

預託金 7,551,034 3,717,791

受取手形及び売掛金 163,431 194,178

営業投資有価証券 － 190,651

たな卸資産 488,969 804,096

約定見返勘定 3,902,973 6,468,775

信用取引資産 747,952 989,694

短期差入保証金 1,029,646 1,163,125

その他 952,659 598,604

貸倒引当金 △58,159 △54,875

流動資産合計 16,045,518 16,333,060

固定資産   

有形固定資産 1,522,906 1,396,764

無形固定資産   

のれん 744,578 758,233

その他 189,116 182,855

無形固定資産合計 933,695 941,088

投資その他の資産 2,256,856 1,556,927

固定資産合計 4,713,457 3,894,780

資産合計 20,758,976 20,227,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,973 40,014

未払金 144,871 891,023

トレーディング商品 3,028,884 5,612,806

信用取引負債 747,952 989,694

FX預り証拠金 7,545,879 3,447,765

受入保証金 229,274 243,228

未払法人税等 29,597 790,533

賞与引当金 172,244 2,649

その他 439,533 376,734

流動負債合計 12,355,210 12,394,450

固定負債   

社債 5,000,000 5,000,000

退職給付引当金 21,785 24,901

役員退職慰労引当金 26,580 24,260

その他 324,522 319,182

固定負債合計 5,372,887 5,368,344
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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３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12月31日) 

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 1,850 5,866

特別法上の準備金合計 1,850 5,866

負債合計 17,729,949 17,768,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,933,006 4,933,006

資本剰余金 9,798,279 9,798,279

利益剰余金 △11,511,633 △12,003,089

自己株式 △15,282 △15,245

株主資本合計 3,204,369 2,712,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △154,807 △207,933

為替換算調整勘定 △20,534 △45,837

評価・換算差額等合計 △175,342 △253,770

純資産合計 3,029,027 2,459,179

負債純資産合計 20,758,976 20,227,840
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,070,573

売上原価 148,405

売上総利益 1,922,168

販売費及び一般管理費 1,342,399

営業利益 579,768

営業外収益  

受取利息 19,101

その他 8,550

営業外収益合計 27,652

営業外費用  

為替差損 9,030

その他 1,187

営業外費用合計 10,217

経常利益 597,203

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,522

金融商品取引責任準備金戻入 4,016

役員退職慰労引当金戻入額 5,781

その他 900

特別利益合計 12,220

特別損失  

固定資産除却損 7,715

投資有価証券評価損 2,179

特別損失合計 9,895

税金等調整前四半期純利益 599,527

法人税等 108,071

四半期純利益 491,456
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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 599,527

減価償却費 61,099

のれん償却額 13,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,688

賞与引当金の増減額（△は減少） 169,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,349

受取利息及び受取配当金 △19,101

為替差損益（△は益） 4,241

固定資産除却損 7,715

投資有価証券評価損益（△は益） 2,179

売上債権の増減額（△は増加） △60,334

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,523

トレーディング商品の増減額 △2,583,922

仕入債務の増減額（△は減少） △8,006

預託金の増減額（△は増加） △3,833,243

短期差入保証金の増減額（△は増加） 133,479

未払金の増減額（△は減少） △421,641

ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） 4,098,113

預り金の増減額（△は減少） 47,444

約定見返勘定の増減額 2,565,802

受入保証金の増減額（△は減少） △13,954

その他 △441,407

小計 341,104

利息及び配当金の受取額 23,501

法人税等の支払額 △762,379

営業活動によるキャッシュ・フロー △397,774

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 △338,458

無形固定資産の取得による支出 △40,476

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△68,313

貸付けによる支出 △315,000

貸付金の回収による収入 166,422

その他 692

投資活動によるキャッシュ・フロー △595,134

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △36

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △993,986

現金及び現金同等物の期首残高 2,311,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,317,116
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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。 

  

  当第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当社グループは、前連結会計年度末において営業損失の発生及び経常損失、当期純損失が継続してい

る状態にあり、また、「株式会社ジャレコ2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」につい

て、所持人の選択による平成21年５月29日を償還日とする繰上償還請求の可能性があることから、今後

の資金調達等の実行について、慎重に検討する必要が生じております。当第１四半期連結会計期間にお

きましては、営業利益579百万円、経常利益597百万円及び四半期純利益491百万円を計上し、前連結会計

年度から飛躍的な業績の回復を果たしておりますが、依然として「株式会社ジャレコ2011年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約権付社債」について、所持人の選択による繰上償還請求の可能性があることか

ら、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、中核事業と位置づけた金融事業におけるＦＸ事業におい

て、EMCOM株式会社を筆頭とする当社グループ各社が保有する金融システムの開発力、金融コンサルティ

ング能力や専任人材をリソースとして、ＦＸサービスの運営に必要とされる全てのリソースを提供する

「総合アウトソースカンパニー」として、より一層の収益力強化に努めております。 

ＦＸ事業については、「総合アウトソースカンパニー」化戦略の一環として、平成20年12月11日付に

て、ＦＸ事業会社の株式会社カレンシートレードを完全子会社化したのち、株式会社EMCOM TRADEに商号

を変更し、平成21年４月10日付にて、「EMCOM TRADE」のサービスブランドのもと新サービスの提供を開

始いたしました。これにより、当社グループでは、株式会社パンタ・レイ証券による「みんなのＦＸ」

と、株式会社EMCOM TRADEによる「EMCOM TRADE」という２つのサービスブランドを駆使して、両社で異

なる特徴を持つ取引環境を提供し、より幅広い顧客ニーズに対応することで、ＦＸ市場成長の恩恵を

大限に享受し、収益機会の拡大を図っております。 

一方、当社グループでは、レベニューシェア方式によるＡＳＰシステムの導入はもちろんのこと、ビ

ジネススキームの提案やマーケティング等のコンサルティングを通じてクライアント企業の事業成長を

支援しつつ、その恩恵を長期的かつ安定的に享受するという“WIN - WIN”のビジネスモデルの構築を進

めております。当第１四半期連結会計期間においては、平成21年３月26日付にて株式会社ＳＶＣ証券、

平成21年３月31日付にてトレイダーズ証券株式会社より新規案件を獲得するなど、収益機会の多角化に

も注力しております。 

不動産事業については、前連結会計年度において、不動産市況悪化の継続及び拡大により、回復の見

込みが乏しいことに起因する厳しい販売不振を踏まえて、経営資源の選択と集中を進めました。その結

果、資産再生事業及びレジデンシャル事業については、販売用保有不動産の早期売却を実施し、事業環

境の変化に対応する適正な水準まで縮小し、安定した手数料収入を得ることが出来る仲介事業に注力す

る体制に移行しております。一方、ヘルスケア事業については、中長期的に当社グループの安定した収

益基盤の貢献に資する事業であると判断し、当社グループの不動産事業の中心に位置づけ、平成20年11

月13日付にて分社化を行い、経営資源の 適配分により、不動産事業全体で収益基盤の安定化に向けた

体制へと移行しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

株式会社EMCOMホールディングス　(7954)　平成21年12月期　第１四半期決算短信

- 10 -



このように、当社グループでは既存事業の選択と集中により、筋肉質な事業基盤の構築及び、収益機

会の拡大と多様化に向けて邁進しております。一方、機動的な資本政策や将来における事業規模の拡大

に備えた資金調達等の方法については、継続的に検討をしております。 

 上記の計画を確実に実行することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判

断しております。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

  

   当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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  (単位：千円) 

 
  

「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

Ⅰ．売上高 1,153,651

Ⅱ．売上原価 661,512

  売上総利益 492,138

Ⅲ．販売費及び一般管理費 695,749

  営業損失(△) △203,611

Ⅳ．営業外収益 34,382

Ⅴ．営業外費用 45,804

  経常損失(△) △215,033

Ⅵ．特別利益 32,982

Ⅶ．特別損失 774

  税金等調整前四半期純損失(△) △182,825

  法人税，住民税及び事業税 34,665

  法人税等調整額 2,448

  四半期純損失(△) △219,940
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  (単位：千円) 

(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1 税金等調整前四半期純損失(△) △182,825

 2 減価償却費 29,496

  3 のれん償却 4,582

 4 受取利息及び配当金 △3,824

 5 支払利息 33,893

 6 特別法上の準備金の増加額 △2

  7 投資有価証券売却損益 △22,999

  8 その他投資売却損 △5,564

  9 退職給付引当金の増加額 △12,022

 10 貸倒引当金の増減額 △5,438

 11 賞与引当金の減少額 16,888

 12 営業貸付金の増加額 △21,000

 13 たな卸資産の増減額 351,057

 14 トレーディング商品の増減額 4,433,550

 15 約定見返勘定の増減高 △4,627,865

 16 売上債権の増加額 △19,034

 17 証券業における信用取引資産の増減額 2,142,638

 18 仕入債務の減少額 △93,340

 19 証券業における信用取引負債の増減額 △2,142,638

 20 未払金増減額 △2,027

 21 預託金の増加額 △220,705

 22 受入保証金の増減額 △156,908

 23 預り保証金の増減額 127,778

 24 為替差損益 68

 25 前渡金の増減額 △3,339

 26 前受金の減少額 △10,757

 27 預り金の減少額 △52,265

 28 短期差入保証金の増減額 199,139

 29 その他 56,280

  小計 △187,186

  1 利息及び配当金の受取額 4,014

  2 利息の支払額 △29,251

  3 法人税等の支払額 △20,934

 営業活動によるキャッシュ・フロー △233,358

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  1 有形固定資産の取得による支出 △110,453

  2 無形固定資産の取得による支出 △14,730

  3 株式交換による子会社資金の受入 147,204

  4 関係会社株式の売却による収入 23,000

  5 投資有価証券の取得による支出 △20,000

  6 貸付金の貸付による支出 △765,368

  7 貸付金の回収による収入 520,490

  8 その他投資の売却収入 5,565

  9 その他 △289

 投資活動によるキャッシュ・フロー △214,583
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科 目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1 新株発行による収入 1,500,012

  2 短期借入金の純増減額 △916,200

  3 長期借入金の返済による支出 △50,100 

  4 自己株式の取得による支出 △65

 財務活動によるキャッシュ・フロー 533,646

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △807

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 84,896

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 486,978

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 571,875
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