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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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12月期第2四半期 21,937 ― △432 ― △477 ― △593 ―
20年12月期第2四半期 25,541 20.8 84 ― 89 ― 131 ―

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2四半期 △7.21 ―
20年12月期第2四半期 1.59 ―

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12月期第2四半期 45,426 16,014 35.2 194.21
20年12月期 51,064 16,626 32.5 201.64

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  15,998百万円 20年12月期  16,610百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年12月期 ― ―
21年12月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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  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

通期 45,700 △12.9 600 165.3 500 155.4 200 △27.9 2.43
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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  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、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 
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。なお、四半期連結財務諸表 
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号た 
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、事業を取り巻く経済情勢、市場の動向等 
に関わるリスクや不確定要因により予想数値と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12月期第2四半期 82,454,954株 20年12月期  82,454,954株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  77,785株 20年12月期  75,123株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 82,378,411株 20年12月期第2四半期 82,381,122株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による企業収益の大幅

な減少、雇用情勢の急速な悪化、個人消費の低迷など非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 当油脂加工業界におきましても油脂原料価格の乱高下と景気後退による国内需要の低迷、低価格化

などの影響を受け極めて厳しい状況となりました。  

このような状況のなかで、当社グループは市場ニーズに即応した販売活動と商品開発の強化を推進

するとともに業務改善による効率向上と経営全般にわたるコスト削減を強力に推進し収益の確保に努

めました。しかしながら、需要の低迷と急激な低価格化に加え「棚卸資産の評価に関する会計基準」

を適用したことによる業績への影響額も大きな要因となり、大変厳しい状況となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高219億3千7百万円、営業損失4億3千2百万

円、経常損失4億7千7百万円、四半期純損失5億9千3百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。  

  

≪油脂系事業≫  

食用油脂事業においては、昨年の油脂原料価格の大幅な高騰とその後の予想外の急落により製品の

採算が大きく悪化しました。また、消費の後退と消費者の低価格志向の一層の強まりを受け、製菓・

製パン用マーガリン、ショートニングなどの主力商品の販売が極めて厳しい状況で推移いたしまし

た。 

このような環境のなか、新たな顧客を開拓するために営業力の強化や市場ニーズに対応するための

低トランス酸新商品の充実を図り、マーガリン、乳加工品、粉末油脂等の重点商品群の売上拡大に努

めました。その結果、粉末油脂が売上を堅調に伸ばしたものの全体的には低調に推移いたしました。

工業用油脂事業においては、自動車業界の減産、住宅着工件数の減少等の影響を受けた合成樹脂・

界面活性剤・塗料・ゴム・トイレタリー・潤滑油業界等の主要取引先の需要が低迷したため、脂肪

酸、グリセリンの販売が減退し厳しい状況となりました。 

その結果、油脂系事業の売上高は189億6千7百万円、営業損失は4億8千8百万円となりました。 

  

≪化成品事業≫    

界面活性剤関連事業は、紙パルプ分野におけるティッシュペーパー用ローション剤および香粧品・

化粧品分野における化粧品原料基剤「Mファインオイルシリーズ」の販売が伸長したものの、自動

車・半導体関係に使用する産業用界面活性剤の需要が大きく減少し、全体的には低調に推移いたしま

した。 

 環境改善関連事業は、飛灰処理薬剤「エポルバ」の民間企業への拡販、排水処理薬剤「エポフロ

ック」の中国を主体とした海外市場への展開を積極的に推進いたしました。また、土壌処理薬剤につ

いても土洗プラント用重金属固定剤を新規に販売いたしましたが景気減速の影響を受け全体的には低

調に推移いたしました。 

その結果、化成品事業の売上高は28億5千8百万円、営業損失は2千2百万円となりました。 

  

・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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前連結会計年度末に比べ、当第２四半期連結会計期間末の総資産は56億3千7百万円減少し、純資産

は6億1千2百万円減少しました。この結果、自己資本比率は35.2％、１株当たり純資産は194円21銭と

なりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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、前連結会

計年度末に比べ7億5百万円増加し、50億2百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における

活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によって得られた資金は、1億3千1百万円となりました。これは、主に減価償却費の加算8

億5千4百万円、売上債権の減少41億1千7百万円およびたな卸資産の減少16億2千9百万円等による資金

の増加があった一方、税金等調整前四半期純損失10億5千7百万円、退職給付引当金の減少2億1千6百

万円、投資有価証券売却益の減算1億9千2百万円および仕入債務の減少49億3千4百万円等による資金

の減少があったことによるものです。 

投資活動によって得られた資金は、2億7千8百万円となりました。これは、主に投資有価証券の売

却3億7千3百万円および貸付金の回収1億7千6百万円による資金の増加に対し、生産設備の老朽化に伴

う工事等による有形固定資産の取得2億7千5百万円による資金の減少があったことによるものです。 

財務活動によって得られた資金は、2億9千5百万円となりました。これは、主に長期借入80億円に

よる資金の増加に対し、短期借入金の純減少額29億5千万円、長期借入金の返済5億6百万円、社債の

償還40億円および配当金の支払い2億4千7百万円による資金の減少があっ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7月27日に公表いたしました連結業績予想か

ら変更はありません。 

  

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
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該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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。なお、四半期連結財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四

半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「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 最終改正平成

20年９月26日 企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について

は、主として月次総平均法による原価法から主として月次総平均法による原価法(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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失が232百万

円、経常損失が232百万円、税金等調整前四半期純損失が997百万円それぞれ増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用  

「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 最終改正平成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 最終改正平成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ており

ます。 

また、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、残存価額を零とし

て算定する方法によっております。  

なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。  

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)を契機に見

直しを行い、第１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年

数に変更しております。  

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

は、それぞれ47百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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

(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

  追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 
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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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 5,002 4,296

受取手形及び売掛金 10,691 15,144

商品及び製品 2,046 2,389

仕掛品 639 682

原材料及び貯蔵品 1,799 3,042

その他 890 585

貸倒引当金 △13 △18

流動資産合計 21,055 26,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,649 5,782

機械装置及び運搬具（純額） 4,340 4,702

土地 4,570 4,570

その他（純額） 287 360

有形固定資産合計 14,848 15,416

無形固定資産   

その他 425 504

無形固定資産合計 425 504

投資その他の資産   

投資有価証券 7,813 7,461

その他 1,354 1,622

貸倒引当金 △71 △63

投資その他の資産合計 9,096 9,020

固定資産合計 24,370 24,941

資産合計 45,426 51,064
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,651 12,585

短期借入金 8,025 10,975

1年内返済予定の長期借入金 1,074 420

1年内償還予定の社債 － 4,000

未払法人税等 34 164

その他 1,606 1,865

流動負債合計 18,392 30,010

固定負債   

長期借入金 7,615 777

退職給付引当金 2,733 2,950

役員退職慰労引当金 481 516

その他 188 183

固定負債合計 11,019 4,427

負債合計 29,412 34,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,541 7,541

資本剰余金 4,018 4,018

利益剰余金 3,442 4,283

自己株式 △22 △21

株主資本合計 14,980 15,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 967 767

繰延ヘッジ損益 － △24

為替換算調整勘定 50 46

評価・換算差額等合計 1,018 789

少数株主持分 15 15

純資産合計 16,014 16,626

負債純資産合計 45,426 51,064
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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：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 21,937

売上原価 19,344

売上総利益 2,593

販売費及び一般管理費 3,025

営業損失（△） △432

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 69

持分法による投資利益 82

その他 131

営業外収益合計 289

営業外費用  

支払利息 287

その他 47

営業外費用合計 334

経常損失（△） △477

特別利益  

投資有価証券売却益 192

その他 5

特別利益合計 197

特別損失  

たな卸資産評価損 764

その他 13

特別損失合計 778

税金等調整前四半期純損失（△） △1,057

法人税、住民税及び事業税 14

法人税等調整額 △478

法人税等合計 △463

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △593
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,267

売上原価 9,509

売上総利益 1,758

販売費及び一般管理費 1,520

営業利益 238

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 47

持分法による投資利益 51

受取保険金 43

その他 59

営業外収益合計 204

営業外費用  

支払利息 213

その他 37

営業外費用合計 250

経常利益 191

特別利益  

ゴルフ会員権売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

有形固定資産除却損 2

ゴルフ会員権売却損 5

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 185

法人税、住民税及び事業税 8

法人税等調整額 40

法人税等合計 49

少数株主利益 1

四半期純利益 134
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △1,057

減価償却費 854

退職給付引当金の増減額（△は減少） △216

受取利息及び受取配当金 △76

支払利息 287

持分法による投資損益（△は益） △82

投資有価証券売却損益（△は益） △192

売上債権の増減額（△は増加） 4,117

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,629

仕入債務の増減額（△は減少） △4,934

その他 147

小計 475

利息及び配当金の受取額 84

利息の支払額 △284

法人税等の支払額 △143

営業活動によるキャッシュ・フロー 131

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 373

有形固定資産の取得による支出 △275

貸付金の回収による収入 176

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 278

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） △2,950

長期借入れによる収入 8,000

長期借入金の返済による支出 △506

社債の償還による支出 △4,000

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △247

財務活動によるキャッシュ・フロー 295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705

現金及び現金同等物の期首残高 4,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,002
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用して

おります。 

  

該当する事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

 
  

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、性質および製造方法に応じて、油脂系事業、化成品事業、その他にセグメンテー

ションしております。  

２ 各事業区分の主要製品等 

 (1) 油脂系事業…マーガリン、ショートニング、ラード、粉末油脂、ホイップクリーム、その他食用加工油

脂、脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、その他工業用油脂、原料油脂等 

 (2) 化成品事業…繊維用処理剤、消泡剤、香粧品原料、重金属捕集剤、重金属固定剤、その他各種界面活性剤

 (3) その他………不動産賃貸  

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)  

「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 終改正平成20年９月26

日 企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として月次総平

均法による原価法から主として月次総平均法による原価法(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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は油脂系事業が219百

万円、化成品事業が12百万円それぞれ増加しております。 

４ 追加情報 

追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載のとおり、法人税法の改正を契機に見直しを行い、第１

四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更しております。こ

れにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は油脂系事業が53百万円増加、化成品事業が7百万円減少

し、営業利益はその他が1百万円減少しております。 

  

(5) セグメント情報

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

油脂系事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,834 1,377 55 11,267 ― 11,267

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

32 ― 35 68 (68) ―

計 9,867 1,377 90 11,335 (68) 11,267

  営業利益又は 
  営業損失(△)

210 △12 40 238 (―) 238

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

油脂系事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,967 2,858 111 21,937 ― 21,937

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

105 ― 71 176 (176) ―

計 19,072 2,858 182 22,113 (176) 21,937

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△488 △22 78 △432 (―) △432
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半

期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日)  

該当する事項はありません。(本国以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支

店はありません。)  

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半

期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日)  

該当する事項はありません。(海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、記

載を省略しております。) 

  

該当する事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 

  

「参考」

(1)中間連結損益計算書

（単位:百万円）

科    目

前中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

金     額 百分比

％

Ⅰ 売上高 25,541 100.0

Ⅱ 売上原価 22,081 86.5

   売上総利益 3,460 13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,375 13.2

   営業利益 84 0.3

Ⅳ 営業外収益 215 0.9

   受取利息 13

   受取配当金 117

   持分法による投資利益 10

   その他 73

Ⅴ 営業外費用 209 0.8

   支払利息 155

   その他 53

   経常利益 89 0.4

Ⅵ 特別利益 894 3.5

   貸倒引当金戻入額     0

   投資有価証券売却益 891

   その他 2

Ⅶ 特別損失 581 2.3

   有形固定資産除却損 125

   有形固定資産売却損 7

   減損損失 447

   その他 1

   税金等調整前中間純利益 403 1.6

   法人税、住民税及び事業税 47

   法人税等調整額      225

        計       273 1.1

   少数株主損失 (加算) 1 0.0

   中間純利益 131 0.5
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位:百万円）

科    目

前中間連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

金     額

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利益 403

 ２ 減価償却費 895

 ３ 有形固定資産除却損 125

 ４ 減損損失 447

 ５ 貸倒引当金増加額 12

 ６ 退職給付引当金減少額 △138

 ７ 受取利息及び配当金           △130

 ８ 支払利息                155

 ９ 為替差損益               21

 10 持分法による投資利益 △10

 11 投資有価証券売却益           △891

 12 売上債権の減少額 175

 13 たな卸資産の増加額 △850

 14 仕入債務の減少額 △288

 15 その他                142

    小計 68

 16 利息及び配当金の受取額 144

 17 利息の支払額 △153

 18 法人税等の還付額 12

   営業活動によるキャッシュ・フロー 71

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 △2

 ２ 投資有価証券の売却による収入 788

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △300

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △10

 ５ 貸付金の回収による収入 171

 ６ その他 8

   投資活動によるキャッシュ・フロー 654

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 3,550

 ２ 長期借入金の返済による支出 △317

 ３ 社債の償還による支出 △4,000

 ４ 自己株式売却による収入 0

 ５ 自己株式取得による支出 △0

 ６ 配当金の支払額             △247

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,015

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △289

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,133

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,844
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