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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9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8月期第3四半期 87,426 ― 2,495 ― 2,135 ― △494 ―
20年8月期第3四半期 93,344 2.3 7,530 △15.7 7,610 △12.2 4,003 △15.1

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8月期第3四半期 △29.47 ―
20年8月期第3四半期 233.67 233.67

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8月期第3四半期 66,562 32,395 48.2 1,912.66
20年8月期 64,890 33,818 51.6 1,996.08

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  32,094百万円 20年8月期  33,494百万円

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  有  
詳細につきましては、本日（平成21年7月15日）発表の「平成21年8月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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8月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年8月期 ― 0.00 ―
21年8月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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  
詳細につきましては、本日（平成21年7月15日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 112,000 △6.9 △1,500 ― △2,000 ― △3,800 ― △226.46
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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．本資料に記載されている当社の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々
な要因によって異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 17,780,200株 20年8月期  17,780,200株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  1,000,342株 20年8月期  1,000,342株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 16,779,858株 20年8月期第3四半期 17,131,383株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の影響を受け、個人消費が悪化する

など、依然として厳しい状況にあります。 

 アパレル業界においても、消費者の生活防衛意識、低価格志向がますます強まるなか、企業間の価格

競争が激化するなど、総じて厳しい市況が続いております。 

 このような環境のもと当社グループは、比較的堅調なショッピングセンター向けのセレクトショップ

業態を新たに立ち上げたほか、不採算事業及び店舗の撤退などを進めて参りました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は874億26百万円、営業利益は24億95百万円、経常

利益は21億35百万円となりました。また、投資有価証券評価損９億32百万円を含む特別損失10億12百万

円を計上し、四半期純損失は４億94百万円となりました。 

事業区分別の売上概況は次のとおりです。 
  

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

「アンドバイピーアンドディー」、「パーリーゲイツ」、「アドーア」などの売上により、この部門

の売上高合計は634億９百万円となりました。 

  

「ダイアン フォン ファステンバーグ」などの売上により、この部門の売上高合計は97億57百万円と

なりました。 

  

「フリーズショップ」、「アングローバルショップ」などの売上により、この部門の売上高合計は

141億96百万円となりました。 

  

㈱イント・トラベル、㈱プラックスなどの事業により、この部門の売上高合計は62百万円となりまし

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

事業区分 売上高(百万円) 比率(％)

アパレル事業

 オリジナルブランド事業部門 63,409 72.5

 ライセンスブランド事業部門 9,757 11.2

 その他アパレル事業部門 14,196 16.2

アパレル事業小計 87,363 99.9

その他事業 62 0.1

合計 87,426 100.0

〔オリジナルブランド事業部門〕

〔ライセンスブランド事業部門〕

〔その他アパレル事業部門〕

〔その他事業〕
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当第３四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

 
総資産は、有価証券の償還等による流動資産「その他」の減少（前期末比30億98百万円減）、投資

有価証券の評価減等による投資その他の資産「その他」の減少（前期末比13億65百万円減）等があっ

たものの、受取手形及び売掛金の増加（前期末比11億83百万円増）、商品及び製品の増加（前期末比

37億60百万円増）、敷金及び保証金の増加（前期末比13億10百万円増）等により、16億71百万円の増

加となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加（前期末比16億14百万円増）、長期借入金の増加（前期末比14

億95百万円増）等により、30億95百万円の増加となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少（前期末比13億33百万円減）等により、14億23百万円の減少となりま

した。 

以上の結果、１株当たり純資産は83.42円の減少となりました。 

  

平成21年４月14日付け平成21年８月期の業績予想を修正致しました。詳細につきましては、本日(平成

21年７月15日付け)別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(単位:百万円)

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年５月31日）

増 減

総   資   産 64,890 66,562 1,671

負      債 31,071 34,167 3,095

純   資   産 33,818 32,395 △1,423

率自 己 資 本 比 51.6% 48.2% △3.4%

１株当たり純資産 1,996.08円 1,912.66円 △83.42円

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理 

たな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。 

 ②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
方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想
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。

  

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 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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。 

たな卸資産については、従来、当社及び主要な連結子会社は、総平均法による原価法（季越商品・製
品については、販売可能価額を基準として評価減を実施）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、総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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より「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 実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これによ
る損益に与える影響は軽微であります。 

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
（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日以降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方法に準じた会計処理によっております。 
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、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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社は、株主優待制度に基づき、将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、過去の実
績を基礎にして当第３四半期連結会計期間末において将来使用されると見込まれる額を株主優待引当金
として計上しております。  
 これは、第２四半期連結会計期間において、平成21年２月13日開催の取締役会で株主優待券の進呈枚
数を増加することを決議し重要性が増したことから、より適正な期間損益計算を行うため、当社は株主
優待引当金を計上することとしました。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞ
れ７百万円減少しております。  
  

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

 ①たな卸資産の評価方法

 ③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

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 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」の適用

 ④「リース取引に関する会計基準」等の適用

(4) 追加情報
  株主優待引当金
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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：百万円)

当第３四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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,673 12,930

受取手形及び売掛金 9,991 8,807

商品及び製品 12,275 8,514

仕掛品 318 811

原材料及び貯蔵品 168 201

その他 3,221 6,319

貸倒引当金 △62 △46

流動資産合計 39,586 37,538

固定資産   

有形固定資産 7,759 7,403

無形固定資産 4,705 5,271

投資その他の資産   

敷金及び保証金 10,346 9,036

その他 4,335 5,701

貸倒引当金 △171 △60

投資その他の資産合計 14,511 14,676

固定資産合計 26,976 27,351

資産合計 66,562 64,890

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,807 14,193

短期借入金 317 175

1年内返済予定の長期借入金 2,356 2,058

未払法人税等 1,341 1,096

賞与引当金 1,179 1,262

ポイント引当金 198 157

株主優待引当金 7 －

返品調整引当金 594 259

その他 5,113 6,255

流動負債合計 26,915 25,459

固定負債   

長期借入金 5,531 4,036

退職給付引当金 290 249

役員退職慰労引当金 621 615

その他 808 710

固定負債合計 7,252 5,612

負債合計 34,167 31,071
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(単位：百万円)

当第３四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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,376 7,376

資本剰余金 7,455 7,455

利益剰余金 20,065 21,398

自己株式 △2,001 △2,001

株主資本合計 32,895 34,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △439 △620

繰延ヘッジ損益 9 3

為替換算調整勘定 △370 △117

評価・換算差額等合計 △800 △734

新株予約権 287 223

少数株主持分 13 101

純資産合計 32,395 33,818

負債純資産合計 66,562 64,890
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 87,426

売上原価 42,055

売上総利益 45,370

販売費及び一般管理費 42,874

営業利益 2,495

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 24

不動産収入 130

その他 97

営業外収益合計 269

営業外費用  

支払利息 85

店舗等除却損 418

為替差損 67

その他 58

営業外費用合計 630

経常利益 2,135

特別損失  

減損損失 80

投資有価証券評価損 932

特別損失合計 1,012

税金等調整前四半期純利益 1,122

法人税、住民税及び事業税 1,806

法人税等調整額 △191

法人税等合計 1,614

少数株主利益 2

四半期純損失（△） △494
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成21年５月31日) 

売上高 28,199

売上原価 12,507

売上総利益 15,692

販売費及び一般管理費 13,648

営業利益 2,043

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 0

不動産収入 40

為替差益 14

その他 24

営業外収益合計 83

営業外費用  

支払利息 33

店舗等除却損 102

その他 10

営業外費用合計 146

経常利益 1,980

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 621

特別利益合計 621

税金等調整前四半期純利益 2,602

法人税、住民税及び事業税 1,369

法人税等調整額 △471

法人税等合計 897

少数株主利益 6

四半期純利益 1,698
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９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利益 1,122

減価償却費 2,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △83

返品調整引当金の増減額（△は減少） 334

ポイント引当金の増減額（△は減少） 40

株主優待引当金の増減額（△は減少） 7

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息 85

店舗等除却損 383

減損損失 80

投資有価証券評価損益（△は益） 932

売上債権の増減額（△は増加） △1,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,235

仕入債務の増減額（△は減少） 1,614

その他 △374

小計 2,301

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △87

法人税等の支払額 △1,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 655

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 51

有価証券の償還による収入 199

有形固定資産の取得による支出 △1,948

有形固定資産の売却による収入 4

投資有価証券の取得による支出 △44

無形固定資産の取得による支出 △1,004

敷金及び保証金の差入による支出 △1,566

敷金及び保証金の回収による収入 594

長期前払費用の取得による支出 △320

子会社株式の取得による支出 △71

その他 102

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,004

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） 149

長期借入れによる収入 3,364

長期借入金の返済による支出 △1,569

配当金の支払額 △838

少数株主への配当金の支払額 △8

その他 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,073

現金及び現金同等物に係る換算差額 △429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,704

現金及び現金同等物の期首残高 15,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,103
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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９月１日 至平成21年５月31日） 
アパレル事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 
  

【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９月１日 至平成21年５月31日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 
当第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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
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6. その他の情報

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四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 
(平成20年８月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,762百万円
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,082百万円

※２ 過年度に取得した固定資産のうち、障害者作業施

設設置等助成金による圧縮記帳額は5百万円であ

り、四半期連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。なお、その内訳は有形固

定資産5百万円であります。

※２ 当連結会計年度に取得した固定資産のうち、障害

者作業施設設置等助成金による圧縮記帳額は5百

万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除しております。なお、その内訳は有形

固定資産5百万円であります。

 

 ３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当第３四

半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額 2,445百万円

借入実行残高 133

差引額 2,312
  

 ３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 2,503百万円

借入実行残高 67

差引額 2,436

(四半期連結損益計算書関係)

      第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年５月31日)

 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

賃借料 9,068百万円

貸倒引当金繰入額 133

ポイント引当金繰入額 40

株主優待引当金繰入額 7

給与手当 9,440

賞与引当金繰入額 928

役員退職慰労引当金繰入額 22

 

      第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

賃借料 3,095百万円

貸倒引当金繰入額 10

ポイント引当金繰入額 △16

株主優待引当金繰入額 △1

給与手当 3,163

賞与引当金繰入額 △102

役員退職慰労引当金繰入額 9
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成21年５月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年５月31日)

現金及び預金勘定 13,673百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △570

現金及び現金同等物 13,103
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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 

 
  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年９月１日

    至 平成20年５月31日）

金額

Ⅰ 売上高 93,344

Ⅱ 売上原価 43,073

   売上総利益 50,271

Ⅲ 販売費及び一般管理費 42,740

   営業利益 7,530

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 66

 2. 不動産収入 132

 3. 為替差益 184

 4. その他 127

  営業外収益合計 510

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 79

 2. 店舗等除却損 252

 3. その他 98

  営業外費用合計 430

   経常利益 7,610

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 85

 2. 貸倒引当金戻入益 18

  特別利益合計 103

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 107

  特別損失合計 107

   税金等調整前四半期純利益 7,606

   税金費用 3,623

   少数株主損失 19

   四半期純利益 4,003
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(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９月１日 

    至 平成20年５月31日）

区分 金額

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 7,606

      減価償却費 2,333

      のれん償却額 266

      貸倒引当金の増減額 △ 12

      退職給付引当金の増減額 48

      役員退職慰労引当金の増減額 △ 34

      賞与引当金の増減額 754

      役員賞与引当金の増減額 55

      返品調整引当金の増減額 407

      ポイント引当金の増加額 49

      受取利息及び受取配当金 △ 73

      支払利息 79

      持分法による投資損益 △ 13

      店舗等除却損 179

      固定資産除却損 105

      固定資産売却益 △ 85

      売上債権の増減額 △ 2,550

      たな卸資産の増減額 △ 3,610

      仕入債務の増減額 2,411

      未払消費税等の増減額 52

          株式報酬費用 103

      その他 143

    小計 8,217

   利息及び配当金の受取額 73

   利息の支払額 △ 77

   法人税等の支払額 △ 3,799

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,413

Ⅱ 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 49

      有価証券の取得による支出 △ 199

      有価証券の償還による収入 199

      有形固定資産の取得による支出 △ 1,552

      有形固定資産の売却による収入 60

      投資有価証券の取得による支出 △ 1,527

      無形固定資産の取得による支出 △ 1,111

      無形固定資産の売却による収入 46

      敷金保証金の取得による支出 △ 883

      敷金保証金の返還による収入 297

      貸付けによる支出 0

      貸付金の回収による収入 7

      長期前払費用の増加による支出 △ 338

      その他 △ 20

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,975
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前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年９月１日 

    至 平成20年５月31日）

区分 金額

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 △ 145

      長期借入れによる収入 3,000

      長期借入金の返済による支出 △ 1,789

      自己株式の取得による支出 △ 2,015

      配当金の支払額 △ 888

      少数株主への配当金の支払額 △ 2

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,841

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 367

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 2,769

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 19,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
16,552
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