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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5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11月期第2四半期 22,218 ― △1,559 ― △1,634 ― △1,629 ―
20年11月期第2四半期 29,983 △16.3 △2,025 ― △2,278 ― △5,431 ―

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11月期第2四半期 △102.28 ―
20年11月期第2四半期 △340.95 ―

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11月期第2四半期 34,346 7,200 21.0 452.05
20年11月期 40,969 8,790 21.5 551.85

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  7,200百万円 20年11月期  8,790百万円

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11月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00
21年11月期 ― 0.00
21年11月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11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  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 48,000 △20.9 370 ― 200 ― 150 ― 9.42
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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）  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、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。 

(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．業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく
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につきましては、4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、および本日公表の別紙
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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11月期第2四半期 17,339,200株 20年11月期  17,339,200株
② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  1,409,600株 20年11月期  1,409,600株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 15,929,600株 20年11月期第2四半期 15,929,600株
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当第2四半期連結累計期間（平成20年12月～平成21年5月）における国内経済は、世界的な金融不安や、株
式、為替市場の大幅な変動などの影響から企業収益や雇用情勢が悪化し、個人消費が停滞するなど景気が急
速に悪化する状況で推移いたしました。 
 建材業界におきましては、雇用や所得環境の厳しさ、景気の先行き不透明感などを背景に、新設住宅着工
戸数が前年実績を大幅に下回る低水準で推移するなか、需要環境の悪化に伴う売上高の減少、生産の縮小、
相場の低迷（特に、合板相場の歴史的な下落）など厳しい業務環境が続きました。 
 このような厳しい環境のもと、当グループは収益力の向上をはかるため、化粧シートを表面に用いたフロ
ア「ＮＥＸＩＯ（ネクシオ）」や高級突板を表面に用いたフロア「ナチュラルフェイス」など新製品の投入
や、高付加価値製品の開発、住宅の長寿命化（注1）への対応、新規顧客の開拓と既存顧客との取引深耕な
どにより需要の取り込みに努めてまいりましたが、住宅需要低迷に伴う販売競争の一層の激化や合板相場低
迷の影響などから、当第2四半期連結累計期間の売上高は22,218百万円（前年同期比25.9％減）にとどまり
ました。 
  
＜部門別の状況＞ 
部門別の状況は次のとおりであります。 
  
（部門別売上高の状況） 

 
  
また損益面につきましては、原材料や人件費、倉庫賃借料、事務所経費（注2）等を中心に大幅な固定

費削減に努め、低コスト体質への転換を実施し、下記「（参考）四半期別業績」に記載のとおり、第1四
半期（12月～2月）に比べ、第2四半期（3月～5月）は赤字幅が相当縮小いたしましたが、第1四半期の遅
れを取り戻すことができず、営業損失1,559百万円、経常損失1,634百万円、四半期純損失1,629百万円と
いう厳しい結果となりました。 
なお、当期（平成21年11月期）の中間配当金につきましては、当第2四半期累計期間の厳しい業績や今

後の事業環境等を勘案し、年初予想のとおり見送りとさせていただきます。 
 株主の皆様には、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。 
  
（参考）四半期別業績 

 ・平成21年11月期第2四半期連結累計期間 四半期別業績（連結） 

 
  

【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
事 業 部 門  自 平成20年12月1日 前年同期比 （増減）

 至 平成21年5月31日

内装材 6,500百万円 △ 2,206百万円 △25.3%

 建材部門 外装材 398 △ 117 △22.8

住宅機器他 6,098 △ 1,197 △16.4

小 計 12,997 △ 3,522 △21.3

繊維板部門 1,815 △ 142  △7.3

合板部門 7,282 △ 4,089 △36.0

住宅関連工事部門 122 △ 10  △7.8

合 計 22,218 △ 7,764 △25.9

第２四半期連結累計期間 うち第１四半期 うち第２四半期

（12月～5月） （12月～2月） （3月～5月）

連結売上高 22,218百万円 10,568百万円 11,649百万円

連結営業損失（△） △ 1,559 △ 1,232 △ 327

連結経常損失（△） △ 1,634 △ 1,347 △ 287

連結四半期純損失（△） △ 1,629 △ 1,356 △ 272
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注1．． 当社（株式会社ノダ）の木造軸組工法「Ｐ＆Ｃ－ＭＪ200・長期住宅プロジェクト」は、    
      国土交通省の「平成21年度第１回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されました。   
     なお、長期優良住宅関連情報は、こちらでご覧下さい。 
      ・国土交通省 ホームページ 
       http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000026.html 
           http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html 
      ・株式会社ノダ ホームページ 
       http://www.noda-co.jp/cyoukiyuuryou/index.html 
注2．． 当社（株式会社ノダ）は、営業所統廃合に伴い、「営業所」に比べ事務所賃借料等の 

      経費負担が少ない営業拠点として各地に「オフィス」を設置いたしました。 
      なお、現在の設置状況は、次のとおりです。 
    〈営業拠点〉 

 
  

①財政状態の状況 
 当第2四半期連結会計期間末の総資産は34,346百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,623百
万円減少いたしました。その主なものは、受取手形及び売掛金の減少3,111百万円、現金及び預金の減少
1,606百万円、製品在庫の減少1,141百万円、原材料及び貯蔵品の減少435百万円、有形固定資産（機械装
置等）の減少426百万円などによるものであります。 
 負債は27,145百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,033百万円減少いたしました。その主なもの
は、支払手形及び買掛金の減少3,457百万円、その他（流動負債）の減少1,120百万円、長期借入金の減少
255百万円などによるものであります。 
 純資産は7,200百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,589百万円減少いたしました。その主なもの
は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少1,629百万円などによるものであります。 
  
②キャッシュ・フローの状況 
 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,606百万円減少
し、3,763百万円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は1,610百万円となり、減価償却費
の計上による547百万円の増加、売上債権の減少による3,111百万円の増加、たな卸資産の減少による
1,600百万円の増加、仕入債務の減少による3,457百万円の減少、その他879百万円の減少などの要因か
ら、804百万円の支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資など有形固定資産の取得による378百万円の減少など
の要因から、418百万円の支出となりました。 
 また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる280百万円の増加や、長期借入金の返
済による569百万円の減少、割賦債務の返済による88百万円の減少などの要因から、382百万円の支出とな
りました。 

  

国内外の景況感の悪化等を背景に住宅需要が低迷し、新設住宅着工戸数は前年同期を大幅に下回る状況
で推移し、また合板相場も長期低迷が続いており、当グループを取り巻く事業環境は今後も厳しい状況が
続くものと予想されますので、本日公表の別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」において、売上高に
つきましては、連結・個別とも、前回公表（平成21年1月23日公表）の平成21年11月期通期業績予想を修
正しております。詳細につきましては、同資料をご参照下さい。 
  

（営業所） （オフィス）

平成20年11月末（前期末） 37ヶ所 －

 平成21年7月15日現在 22ヶ所 13ヶ所

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。 

 実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。  

なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

 ①新設住宅着工戸数の動向 

 ②原材料価格の変動等 

 ③自然災害等による影響
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

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。 

経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目については、合理的な算定方法による概算額を計上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 

税引前四半期純損失に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しており
ます。 

   ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
    該当事項はありません。 
  

①「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、主として総平均法による低価法によっておりま

したが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）が適用されたことに伴い、主として総

平均による原価法（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。これによる損益への影響は軽微であります。 

③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

することができるようになったことに伴い、当連結会計年度の第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。  

 この変更による、損益に与える影響はありません。  

 なお、リース取引開始日が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、通常の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す。  

  

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
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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21年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,941,201 5,547,277

受取手形及び売掛金 6,085,267 9,196,841

製品 6,778,829 7,920,499

仕掛品 1,264,441 1,316,294

原材料及び貯蔵品 1,691,854 2,127,630

その他 691,607 482,307

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 20,452,601 26,590,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,976,546 2,063,266

機械装置及び運搬具（純額） 3,088,330 3,443,239

土地 4,468,578 4,473,795

その他（純額） 188,277 167,937

有形固定資産合計 9,721,732 10,148,239

無形固定資産 40,379 41,935

投資その他の資産   

投資有価証券 3,414,826 3,292,685

その他 719,478 899,690

貸倒引当金 △3,000 △3,000

投資その他の資産合計 4,131,304 4,189,375

固定資産合計 13,893,416 14,379,550

資産合計 34,346,018 40,969,801

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,127,226 11,584,473

短期借入金 9,953,611 9,990,550

未払法人税等 36,488 34,484

その他 1,684,209 2,804,993

流動負債合計 19,801,534 24,414,502

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 1,517,652 1,772,700

長期未払金 88,320 176,640

繰延税金負債 401,810 386,265

退職給付引当金 4,873,391 5,011,350

役員退職慰労引当金 352,874 347,568

その他 39,457 －

固定負債合計 7,343,507 7,764,524

負債合計 27,145,041 32,179,027
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,141,000 2,141,000

資本剰余金 1,587,822 1,587,822

利益剰余金 4,365,352 5,994,622

自己株式 △755,068 △755,068

株主資本合計 7,339,106 8,968,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179,590 154,347

繰延ヘッジ損益 211 △129

為替換算調整勘定 △317,931 △331,820

評価・換算差額等合計 △138,129 △177,602

純資産合計 7,200,976 8,790,774

負債純資産合計 34,346,018 40,969,801
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(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12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 22,218,672

売上原価 18,252,672

売上総利益 3,966,000

販売費及び一般管理費 5,525,456

営業損失（△） △1,559,456

営業外収益  

受取利息 9,354

受取配当金 11,342

受取保険金 24,522

為替差益 16,344

持分法による投資利益 39,433

その他 23,640

営業外収益合計 124,638

営業外費用  

支払利息 118,449

売上割引 15,344

売上債権売却損 49,312

その他 16,731

営業外費用合計 199,838

経常損失（△） △1,634,656

特別利益  

補助金収入 39,063

特別利益合計 39,063

特別損失  

固定資産除却損 7,915

減損損失 5,287

その他 2,000

特別損失合計 15,202

税金等調整前四半期純損失（△） △1,610,795

法人税、住民税及び事業税 19,925

法人税等調整額 △1,450

法人税等合計 18,474

四半期純損失（△） △1,629,270

（株）ノダ（7879）　平成21年11月期第2四半期決算短信

8



(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12月１日 
 至 平成21年５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（△） △1,610,795

減価償却費 547,885

減損損失 5,287

補助金収入 △39,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,306

有形固定資産除却損 7,915

受取利息及び受取配当金 △20,696

支払利息 118,449

持分法による投資損益（△は益） △39,433

売上債権の増減額（△は増加） 3,111,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,600,947

仕入債務の増減額（△は減少） △3,457,247

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,088

その他 △879,231

小計 △695,192

利息及び配当金の受取額 35,402

利息の支払額 △128,035

法人税等の支払額 △16,922

営業活動によるキャッシュ・フロー △804,746

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 △378,410

貸付けによる支出 △29,767

貸付金の回収による収入 9,368

その他 △20,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,865

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） △2,863

長期借入れによる収入 280,000

長期借入金の返済による支出 △569,124

割賦債務の返済による支出 △88,320

リース債務の返済による支出 △2,201

財務活動によるキャッシュ・フロー △382,509

現金及び現金同等物に係る換算差額 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,606,076

現金及び現金同等物の期首残高 5,369,277

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,763,201
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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２四半期連結累計期間(自 平成20年12月1日 至 平成21年5月31日) 

近年の新設住宅着工戸数の低迷や、建築基準法改正の影響、米国サブプライム問題に端を発する国

内外の急速な景況感の悪化などを背景に、住宅需要の低迷が続いており、当グループは売上高の減少

等により前連結会計年度において3,066百万円の営業損失を計上し、3期連続の営業損失となりまし

た。なお、当第2四半期連結累計期間においても、第1四半期（12月～2月）に比べ、第2四半期（3月

～5月）の赤字幅は相当縮小したものの、引き続き住宅需要が低迷し、売上高の減少等により、1,559

百万円の営業損失を計上しております。  

  これらの状況から、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。当グループは、この

ような状態を脱するため、以下の各種施策の徹底により既に低コスト体質への転換を実施いたしてお

ります。今後も更なる低コスト化を推進し、「第72期年度事業計画」（平成21年11月期）の達成と収

益力の向上に努めてまいります。  

  

（各種施策の重点項目）  

1．人件費の大幅削減  

  ・人材の適正配置による人員削減  

  ・人件費、福利厚生制度の見直し  

2．商品力の強化  

  ・フロア部門における新製品投入  

  ・建具類の機能強化  

 ・国土交通省の「平成21年度第１回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択された 

  当社の木造軸組工法「Ｐ＆Ｃ－ＭＪ２００・長期住宅プロジェクト」の積極的活用 

3．生産体制の見直し  

  ・外注生産体制の見直しと一部内製化による生産性向上  

  ・植林木に対応する生産設備の導入（マレーシア）  

4．販売体制の見直し  

  ・営業戦力の再配置による販売力の強化  

  ・販売拠点の統廃合による事務処理の集約化や事務所経費の削減  

  ・効果的な広告展開による宣伝広告費の削減（Webの活用等）  

5．在庫管理や配送体制の見直し  

  ・在庫管理の徹底による倉庫賃借料の低減  

  ・配送体制の効率化による運賃コスト削減  

  

  当グループでは、上記施策の実現により業績の早期回復に努めることにより、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考えております。  

  なお、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。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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ａ．事業の種類別セグメント情報  
  当グループの事業は「建築用資材の製造、販売及びこれらに関連する事業」と「住宅関連工事事
業」に区分しておりますが、当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月 1日 至 平成21年5月31
日）において「建築用資材の製造、販売及びこれらに関連する事業」の連結売上高及び営業利益並び
に総資産に占める割合がいずれも90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略
しております。  
  

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12月1日 至 平成21年5月31日）において、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。  
  

ｃ．海外売上高  
 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月1日 至 平成21年5月31日）における海外売上高が連
結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。  
  

  

該当事項なし 

  

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（株）ノダ（7879）　平成21年11月期第2四半期決算短信

11



前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)中間連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年12月１日
至 平成20年５月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 29,983,499 100.0

Ⅱ 売上原価 24,844,980 82.9

   売上総利益 5,138,518 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,164,409 23.9

   営業損失(△) △2,025,891 △6.7

Ⅳ 営業外収益 70,342 0.2

   受取利息 10,908

   受取配当金 12,780

   その他 46,653

Ⅴ 営業外費用 322,912 1.1

   支払利息 139,429

   持分法による 
   投資損失

71,729

   その他 111,753

   経常損失(△) △2,278,460 △7.6

Ⅵ 特別損失 1,227,717 4.1

   棚卸資産評価損 754,248

   固定資産除却損 30,002

   過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額

443,466

   税金等調整前中間 
   純損失(△)

△3,506,178 △11.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

15,219 0.1

   法人税等調整額 1,909,746 6.3

   中間純損失(△) △5,431,144 △18.1
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(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12月１日
至 平成20年５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

 １ 税金等調整前中間純損失(△) △3,506,178

 ２ 減価償却費 584,338

 ３ 役員退職慰労引当金の増減額 335,022

 ４ 有形固定資産除却損 30,002

 ５ 受取利息及び受取配当金 △23,689

 ６ 支払利息 139,429

 ７ 為替差損益 △1

 ８ 持分法による投資損益 71,729

 ９ 売上債権の増減額 326,716

 10 たな卸資産の増減額 2,036,010

 11 仕入債務の増減額 1,283,034

 12 未払消費税等の増減額 56,674

 13 その他 △84,525

    小計 1,248,563

 14 利息及び配当金の受取額 38,293

 15 利息の支払額 △158,147

 16 法人税等の支払額 △219,843

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

908,865

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 △598

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △322,129

 ３ 有形固定資産の売却による収入 457

 ４ 貸付けによる支出 △26,738

 ５ 貸付金の回収による収入 2,532

 ６ その他 320,809

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△25,667

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金純増減額 1,092,277

 ２ 長期借入れによる収入 130,000

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△865,060

 ４ 社債の発行による収入 70,000

 ５ 社債の償還による支出 △200,000

 ６ 割賦購入による支出 △88,320

 ７ 配当金の支払額 △47,788

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

91,108

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

1

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額

974,308

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 5,026,405

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高 6,000,714
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