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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 15,810 ― △133 ― △27 ― △92 ―

20年12月期第2四半期 21,108 △20.7 △119 ― △78 ― △671 ―

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 △1.92 ―

20年12月期第2四半期 △13.99 ―

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 21,270 7,095 32.9 145.94
20年12月期 24,331 6,863 27.8 141.13

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,005百万円 20年12月期  6,774百万円

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 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 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 31,800 △22.6 50 ― 190 ― 130 ― 2.71
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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、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。 

(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．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異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 ラブスベーカリー ）

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12月期第2四半期 48,048,000株 20年12月期  48,048,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  48,849株 20年12月期  47,763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 47,999,703株 20年12月期第2四半期 48,007,076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、世界的な規模で拡大した金融危機は終息しつつも実
体経済の回復は遅々として進まず、企業業績の不振、失業率の増加と相まって個人消費も回復する気配が
ない中で推移しました。 
 製パン業界におきましては、一昨年、昨年と過去2回の価格改定を実施いたしましたが、折からの金融
危機による消費市場の低迷と低価格化競争を主たる要因として、原材料費の高騰に対応する十分な価格転
嫁ができぬまま推移しました。その状況の中で昨年秋の政府麦価引き上げに際しては製品価格を据え置か
ざるを得なかったにもかかわらず、今年4月の政府麦価引き下げにおいては市場からの値下げ要求に対応
を余儀なくされ、製品価格の値下がりが収益を圧迫してまいりました。 
 このような中にあって、当グループのパン部門につきましては、経営改善プロジェクトの一つである僅
少販売数の商品、高原価の不採算商品のアイテムカットを積極的に推し進めると共に、他方顧客ニーズに
対応した商品群を開発してまいりました。新商品開発においては“第一パン”ブランドを再構築する観点
から、一般NB商品の品揃えにも傾注してまいりました。市場の低価格帯商品に対抗するため新配合を施し
た食パン「モーニングセレクション蒼」（1月発売）は食パンシェアーの回復に貢献しております。菓子
パンのＮＢ品としては、従来からの主力商品である「コッペパン」や「ミニパン」の各商品群に、市況に
即した徳用新商品を始め、その他にも「コッペパンブルーベリー＆ホイップ」や「ミニパンポテトサラ
ダ」、「ミニパンマヨたまご」など付加価値を付けたバラエティー新商品をラインアップすることでNB商
品の売上増強に貢献いたしました。また、低価格でも質のよい惣菜パンとして「ｓｏ－ｚａｉ」シリーズ
を、同じく菓子パンのシリーズとして「CｏVａLａ」を3月に立ち上げ、従来の商品群とはやや異なる新し
い購買層の開拓に効果を上げることができました。 
 販売促進面では、消費者向けキャンペーンとして抽選により各弾で異なるポケモングッズが当たる、恒
例の「毎日、ポケモン、元気だもんキャンペーン」を上半期も第44弾から第46弾をポケモンパンシリーズ
で実施し、また、一般ＮＢの主要商品には昨年に続き映画「名探偵コナン」のオリジナルグッズプレゼン
トキャンペーンを実施いたしました。いずれのキャンペーンも応募総数は目標を達成し、需要の下支えと
なりました。 
 生産面におきましては、金町工場に大型の蒸しパンラインを新設し5月より稼働いたしました。上半期
業績に対する新ラインの貢献はまだ限定的ですが、この合理化ラインの稼働により、これまで製造コスト
高のために製品化が難しかった小型製品を複数個入れた包装形態の商品を効率的に生産することが可能に
なり、新商品の「ベビー蒸し」、「ミニ蒸し」のシリーズを既に発売した他、下半期での蒸し製品売上拡
大を計画しております。 
 営業面では優良取引先との取引拡大、不採算取引の条件改善に注力してまいりましたが、売上減少に伴
う流通業界からのより安い価格帯への希求に呼応した業界の価格競争が激化し、売上・収益の改善には至
っておりません。 
 東北地区撤退による売上規模の縮小が収益面で影響を及ぼすことの対策として、これ迄以上の徹底した
コストダウンが必要であることから、労務費・人件費削減を含めあらゆるコストの見直しによる低減活動
を実施し、特に固定経費の削減策の一つとして、5月に賃貸物件であった本社を自社物件である小平工場
敷地内の既存建物に移転いたしました。上半期には本社移転費用等の施策の実施に伴う一時経費が計上さ
れていることもあり、これら固定経費削減の効果は主に下半期以降に期待できます。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高15,810百万円となり、前年同期に比べ25.1％の
大幅減となりました。その主な要因は昨年度に実施した東北地区撤退に伴う売上減少と連結対象子会社で
あったハワイのラブスベーカリーインコーポレーテッドが3月31日をもって連結対象子会社から外れたこ
とに伴う4月1日からの売上減少によるものです。経常損失につきましては売上の大幅な減少があったもの
の、労務費・人件費及び製造経費の削減により27百万円となり前年同期に比べ50百万円の改善となりまし
た。四半期純損失につきましては92百万円となり前年同期に比べ579百万円の損失の減少となりました。 
  

  

① 財政状態の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少などによ

り、前連結会計年度末に比べ3,061百万円減少し、21,270百万円となりました。負債につきましては、支

払手形及び買掛金の減少や短期借入金、退職給付引当金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ

3,293百万円減少し、14,174百万円となりました。また、純資産は、海外子会社の連結除外などにより前

連結会計年度末に比べ231百万円増加し、7,095百万円となりました。  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間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701百万円減少し、2,094百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税金等調整前四半期純損失78百万円を計

上しましたが、減価償却費409百万円や売上債権1,549百万円の回収などにより857百万円の資金を得る

ことができました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の資金収支は、定期預金の増加や有形固定資産の取得な

どにより195百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の資金収支は、ファイナンス・リース債務の返済などに

より1,393百万円の支出となりました。 

  

平成21年度の経営環境の概況としましては、世界的な景気回復の遅れから、市場動向において予断を許
さない状況が続くと予想されます。また、個人消費の鈍化によって製品の値下げ要請が強まり、当社及び
グループ関連市場でも、価格競争の激化が懸念されます。 
なお、平成21年８月７日に公表しました業績予想の修正に関するお知らせの通りの金額を見込んでおり

ます。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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当社は、当社の特定子会社であるラブスベーカリーインコーポレーテッドの全株式（100%所有）を平
成20年９月23日に売却しましたが、ラブスベーカリーインコーポレーテッドは財務諸表等規則第８条第
４項により連結子会社に該当しておりました。 
平成21年３月31日、支配力基準の解消により子会社に該当しなくなりました。詳細につきましては、

12ページ「５．四半期連結財務諸表(7)企業結合等関係」をご覧ください。 
  

（簡便な会計処理） 

①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出す
る方法を採用しております。 

②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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法 
たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法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、主として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)により算出しております。この変更に伴う当第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に与える影響は軽微であります。 

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」の適用 
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」（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。これによる当第２四半
期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 
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こと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。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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。また、借主側の
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、残存価格を零とする定額法を採用しております。これによる当第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への影響は軽微であります。 

  

(追加情報) 
有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として機械装

置の耐用年数の見直しを行っております。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25百万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

(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：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 2,151 3,206

受取手形及び売掛金 2,756 4,561

商品及び製品 63 85

仕掛品 16 16

原材料及び貯蔵品 296 708

繰延税金資産 534 530

未収入金 70 177

その他 114 160

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 6,000 9,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,337 3,859

機械装置及び運搬具（純額） 2,693 2,785

工具、器具及び備品（純額） 109 105

土地 2,584 3,368

リース資産（純額） 595 －

建設仮勘定 － 77

有形固定資産合計 9,320 10,196

無形固定資産 36 48

投資その他の資産   

投資有価証券 765 775

賃貸固定資産 4,816 3,550

その他 341 335

貸倒引当金 △10 △14

投資その他の資産合計 5,912 4,645

固定資産合計 15,269 14,891

資産合計 21,270 24,331
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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 805 1,023

短期借入金 5,674 6,912

未払消費税等 9 49

未払費用 1,333 1,572

未払法人税等 21 33

賞与引当金 71 136

その他 242 741

流動負債合計 8,156 10,468

固定負債   

長期借入金 360 400

繰延税金負債 1,264 1,286

退職給付引当金 3,058 3,784

役員退職慰労引当金 208 245

関係会社損失引当金 － 364

長期割賦未払金 163 260

長期預り金 637 658

その他 325 －

固定負債合計 6,018 6,999

負債合計 14,174 17,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,402 2,402

資本剰余金 2,755 2,755

利益剰余金 1,803 1,828

自己株式 △8 △7

株主資本合計 6,953 6,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 61

為替換算調整勘定 － △266

評価・換算差額等合計 51 △204

少数株主持分 90 89

純資産合計 7,095 6,863

負債純資産合計 21,270 24,331
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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 15,810

売上原価 11,427

売上総利益 4,383

販売費及び一般管理費 4,516

営業損失（△） △133

営業外収益  

受取利息及び配当金 14

賃貸収入 106

その他 107

営業外収益合計 228

営業外費用  

支払利息 78

賃貸費用 37

その他 7

営業外費用合計 123

経常損失（△） △27

特別利益  

固定資産売却益 0

関係会社損失引当金戻入額 8

その他 0

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 14

本社移転費用 29

その他 14

特別損失合計 58

税金等調整前四半期純損失（△） △78

法人税、住民税及び事業税 23

法人税等調整額 △17

法人税等合計 5

少数株主利益 8

四半期純損失（△） △92
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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（△） △78

減価償却費 409

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5

関係会社損失引当金の増減額（△は減少） △364

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 78

固定資産除却損 14

固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,549

たな卸資産の増減額（△は増加） 147

仕入債務の増減額（△は減少） △199

未払消費税等の増減額（△は減少） △40

未払費用の増減額（△は減少） △104

未払金の増減額（△は減少） △646

その他 219

小計 947

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △76

法人税等の支払額 △28

営業活動によるキャッシュ・フロー 857

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △10

有形固定資産の取得による支出 △720

有形固定資産の売却による収入 547

有形固定資産の除却による支出 △4

無形固定資産の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △195
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(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) 

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） △1,102

長期借入金の返済による支出 △40

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △221

長期割賦未払金の増加額 11

長期割賦未払金の支払額 △34

自己株式の純増減額（△は増加） △0

少数株主への配当金の支払額 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,393

現金及び現金同等物に係る換算差額 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △679

現金及び現金同等物の期首残高 2,795

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △22

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,094
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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。 

  

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) 

食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

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) 

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％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。なお、米国ハワイ州の子会社ラブスベーカリーインコ

ーポレーテッドが３月末に連結子会社から外れております。 

  

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) 

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。なお、米国

ハワイ州の子会社ラブスベーカリーインコーポレーテッドが３月末に連結子会社から外れておりま

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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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) 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法 

的形式を含む事業分離の概要 

①分離先企業の名称、住所、代表者の氏名及び分離した事業の内容 

分離先企業     ＷＣＹＨ ＬＬＣ 

住所        米国ハワイ州ホノルル市 

代表者の氏名    Michael J.Walters Sr. 

分離した事業    海外（食品）事業 

②事業分離を行った主な理由 

当社は、昭和56年より米国ハワイ州において現地法人ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポ

レーテッドを設立し、パン・菓子類の製造販売業を営んでおりましたが、業績の低迷が続いており

平成19年度より推し進めている不採算事業からの撤退という経営方針に沿って、当社保有の全株式

を平成20年９月23日に譲渡しました。しかしながら、財務諸表等規則第８条第４項(支配力基準)の

規定により子会社として連結範囲に含めて処理しておりましたが、この度、支配力基準の解消に伴

い事業分離が確定いたしました。 

③事業分離日 

平成21年３月31日 

④法的形式を含む事業分離の概要 

第一屋製パン株式会社を分離元企業とし、ＷＣＹＨ ＬＬＣを分離先企業とする事業譲渡を実施

しました。 

２ 持分変動差額の金額及び会計処理 

持分差額の金額    該当事項はありません。 

会計処理       譲渡金額と適正な帳簿価額との差額を移転損益として認識する処 

           理を実施しております。 

３ 当第２四半期連結累計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高        1,217百万円 

営業利益          67百万円 

  

(7) 企業結合等関係
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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20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(百万円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 21,108 100.0

Ⅱ 売上原価 15,114 71.6

   売上総利益 5,994 28.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,113 29.0

   営業損失（△） △119 △0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2

 ２ 受取配当金 13

 ３ 賃貸収入 119

 ４ 持分法による投資利益 2

 ５ その他 73 212 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 91

 ２ 賃貸費用 37

 ３ 為替差損 29

 ４ その他 13 171 0.8

   経常損失（△） △78 △0.4

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 0

 ２ 貸倒引当金戻入益 0 1 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 23

 ２ 関係会社損失引当金繰入額 585 608 2.9

   税金等調整前中間純損失（△） △686 △3.3

   法人税、住民税及び事業税 18

   法人税等調整額 △34 △15 0.1

   少数株主利益 0 0.0

   中間純損失（△） △671 △3.2
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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20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失（△） △686

   減価償却費 486

   退職給付引当金の増減額    (減少：△) △43

   役員退職慰労引当金の増減額  (減少：△) △10

   賞与引当金の増減額      (減少：△) △3

   貸倒引当金の増減額      (減少：△) △4

   関係会社損失引当金の増減額  (減少：△) 585

   受取利息及び受取配当金 △16

   支払利息 91

   持分法による投資損益   (投資利益：△) △2

   投資有価証券売却益 △0

   固定資産除却損 23

   売上債権の増減額       (増加：△) 1,214

   棚卸資産の増減額       (増加：△) 87

   仕入債務の増減額       (減少：△) △107

   未払消費税等の増減額     (減少：△) 59

   未払費用の増減額       (減少：△) 208

   役員賞与支払額 △1

   その他 △3

    小計 1,875

   利息及び配当金の受取額 16

   利息の支払額 △96

   法人税等の支払額 △28

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,767

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 △532

   有形固定資産の除却による支出 △11

   無形固定資産の取得による支出 △5

   投資有価証券の取得による支出 △7

   投資有価証券の売却による収入 2

   その他 10

   投資活動によるキャッシュ・フロー △545

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 190

   長期借入による収入 520

   社債の償還による支出 △560

   長期割賦未払金の支払額 △34

   自己株式の取得による支出 △0

   少数株主への配当金支払額 △2

   財務活動によるキャッシュ・フロー 112

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   (減少：△) 1,326

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,416
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