
    
   

平成21年8月14日 

各  位   

会 社 名  株式会社 塩見ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長  塩 見  信 孝 

（コード番号2414・大証２部） 

問合せ先  総務部長      佐 藤  邦 治 

                        Ｔ Ｅ Ｌ  082-568-8128 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について 

 

    平成21年8月13日に発表いたしました「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の記載内容に 

つきまして、一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所には＿（下線）を付しております。 

 

記 

 

【５ページ】 ５．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 

 ＜訂正前＞ 

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） 

                                       前連結会計年度末に係る 

当第１四半期連結会計期間末     要約連結貸借対照表 

                  (平成21年６月30日)       (平成21年３月31日) 

 

資産の部 

流動資産 

現金預金                                                 183,432                    218,432 

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未         270,334          1,657,810 

収入金等 

たな卸資産                        211,148           263,312 

短期貸付金                        1,380,533                  1,560,545 

未収入金                                                939,620                    399,696 

立替金                                                   150,850                    423,599 

その他                                                   377,028                    199,118 

貸倒引当金                                              △49,074                   △82,417 

流動資産合計                                           3,463,873                  4,640,097 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額）                                   2,928,524                  3,280,238 

土地                                                   3,770,345                  3,906,228 

その他（純額）                                            64,997                     69,330 

有形固定資産計                                         6,763,867                  7,255,797 

無形固定資産 

のれん                                                 1,838,381                  1,865,872 

その他                                                     4,533                      5,494 

無形固定資産計                                         1,842,914                  1,871,366 

投資その他の資産 

長期貸付金                                             8,085,800                 8,708,551 

破産債権、更生債権等                                   1,694,680               

その他                                                   532,539                  1,645,418 

貸倒引当金                                           △2,055,447                △2,212,688 

投資その他の資産計                                     8,257,572                  8,141,281 

固定資産合計                                            16,864,354                 17,268,446 

資産合計                                                  20,328,227                 21,908,543 
 



                                     

 ＜訂正後＞ 

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） 

                                       前連結会計年度末に係る 

当第１四半期連結会計期間末     要約連結貸借対照表 

                  (平成21年６月30日)       (平成21年３月31日) 

 

資産の部 

流動資産 

現金預金                                                 183,432                    218,432 

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未         270,334          1,657,810 

収入金等 

たな卸資産                        211,148           263,312 

短期貸付金                        1,380,533                  1,560,545 

未収入金                                                939,620                    399,696 

立替金                                                   150,850                    423,599 

その他                                                   377,028                    199,118 

貸倒引当金                                              △49,074                   △82,417 

流動資産合計                                           3,463,873                  4,640,097 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額）                                   2,928,524                  3,280,238 

土地                                                   3,770,345                  3,906,228 

その他（純額）                                            64,997                     69,330 

有形固定資産計                                         6,763,867                  7,255,797 

無形固定資産 

のれん                                                 1,838,381                  1,865,872 

その他                                                     4,533                      5,494 

無形固定資産計                                         1,842,914                  1,871,366 

投資その他の資産 

長期貸付金                                             8,085,800                 8,708,551 

破産債権、更生債権等                                   1,694,680                  1,092,606 

その他                                                   532,539                    552,811 

貸倒引当金                                           △2,055,447                △2,212,688 

投資その他の資産計                                     8,257,572                  8,141,281 

固定資産合計                                            16,864,354                 17,268,446 

資産合計                                                  20,328,227                 21,908,543 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
【７ページ】 ５．四半期連結財務諸表 （２）四半期連結損益計算書（第１四半期連結累計期間） 

＜訂正前＞ 
（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）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30日)       至 平成21年６月30日) 

売上高                                                     6,106,476                     262,518 

売上原価                                                   5,426,078                     185,111 

売上総利益                                                   680,397                      77,407 

販売費及び一般管理費                                       1,148,835                     251,998 

営業損失（△）                                             △468,438                   △174,591 

営業外収益 

受取利息                                                   28,169                       8,017 

負ののれん償却額                                           80,331                      30,478 

その他                                                     32,553                      33,785 

営業外収益合計                                            141,054                      72,281 

営業外費用 

支払利息                                                  127,476                      39,064 

貸倒引当金繰入額                                           56,700                      22,493 

持分法による投資損失                                       20,686                      15,947 

その他                                                     34,126                     207,346 

営業外費用合計                                            238,989                     284,851 

経常損失（△）                                             △566,373                   △387,161 

特別利益 

投資有価証券売却益                                             －                       1,131 

関係会社株式売却益                                             －                      66,051 

貸倒引当金戻入額                                               －                     225,524 

債務保証損失引当金戻入額                                       －                      75,769 

固定資産売却益                                              1,238                          － 

その他                                                        698                          － 

特別利益合計                                                1,936                     368,477 

特別損失 

投資有価証券売却損                                             －                           0 

関係会社株式売却損                                             －                      15,518 

貸倒引当金繰入額                                               －                      15,268 

貸倒損失                                                       －                       3,867 

固定資産売却損                                                 －                     177,081 

固定資産除却損                                             17,295                         575 

その他                                                        362                          － 

特別損失合計                                               17,657                     212,310 

税金等調整前四半期純損失（△）                             △582,094                   △230,994 

法人税、住民税及び事業税                                       7,236                         439 

法人税等調整額                                             △126,462                          － 

法人税等合計                                               △119,226                         439 

少数株主損失（△）                                           △4,224                    △9,483 

四半期純損失（△）                                           △458,643                   △221,950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
＜訂正後＞ 
（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）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30日)       至 平成21年６月30日) 

売上高                                                     6,106,476                     262,518 

売上原価                                                   5,426,078                     185,111 

売上総利益                                                   680,397                      77,407 

販売費及び一般管理費                                       1,148,835                     251,998 

営業損失（△）                                             △468,438                   △174,591 

営業外収益 

受取利息                                                   28,169                       8,017 

負ののれん償却額                                           80,331                      30,478 

その他                                                     32,553                      33,785 

営業外収益合計                                            141,054                      72,281 

営業外費用 

支払利息                                                  127,476                      39,064 

貸倒引当金繰入額                                           56,700                      22,493 

持分法による投資損失                                       20,686                      15,947 

遅延損害金                           －                    202,219 

その他                                                     34,126                       5,126 

営業外費用合計                                            238,989                     284,851 

経常損失（△）                                             △566,373                   △387,161 

特別利益 

投資有価証券売却益                                             －                       1,131 

関係会社株式売却益                                             －                      66,051 

貸倒引当金戻入額                                               －                     225,524 

債務保証損失引当金戻入額                                       －                      75,769 

固定資産売却益                                              1,238                          － 

その他                                                        698                          － 

特別利益合計                                                1,936                     368,477 

特別損失 

投資有価証券売却損                                             －                           0 

関係会社株式売却損                                             －                      15,518 

貸倒引当金繰入額                                               －                      15,268 

固定資産売却損                                                 －                     177,081 

固定資産除却損                                             17,295                         575 

その他                                                        362                       3,867 

特別損失合計                                               17,657                     212,310 

税金等調整前四半期純損失（△）                             △582,094                   △230,994 

法人税、住民税及び事業税                                       7,236                         439 

法人税等調整額                                             △126,462                          － 

法人税等合計                                               △119,226                         439 

少数株主損失（△）                                           △4,224                    △9,483 

四半期純損失（△）                                           △458,643                   △221,950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
【８ページ】 ５．四半期連結財務諸表 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30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（△）               △582,094                   △230,994 

減価償却費                                               144,479                      28,144 

のれん償却額                                             △35,868                     △2,987 

貸倒引当金の増減額（△は減少）                             51,846                   △151,270 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）                         －                    △75,769 

賞与引当金の増減額（△は減少）                           △11,249                          － 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）                    △1,147                          － 

受注損失引当金の増減額（△は減少）                          2,834                       1,149 

退職給付引当金の増減額（△は減少）                        △7,301                          － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                      3,600                          － 

受取利息及び受取配当金                                   △28,400                     △8,052 

支払利息                                                  127,476                      39,064 

固定資産売却損益（△は益）                                △1,238                     175,108 

固定資産除却損                                             17,295                         575 

損害賠償損失                                                   －                     202,219 

投資有価証券売却損益（△は益）                                 －                     △1,131 

関係会社株式売却損益（△は益）                                 －                    △50,533 

貸倒損失                                                       －                       3,867 

持分法による投資損益（△は益）                             20,686                      15,947 

売上債権の増減額（△は増加）                            2,096,777                     206,147 

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△  

は増加）                                              △1,601,872                    △13,763 

たな卸資産の増減額（△は増加）                          △811,024                      38,036 

仕入債務の増減額（△は減少）                            △256,778                      21,314 

前渡金の増減額（△は増加）                                     －                    △59,972 

未払消費税等の増減額（△は減少）                               －                      33,771 

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△ 

は減少）                                                1,476,503                        △88 

その他                                                    600,867                     264,569 

小計                                                    1,205,392                     435,353 

利息及び配当金の受取額                                     21,742                       2,823 

利息の支払額                                            △113,451                     △5,182 

法人税等の支払額                                        △149,191                     △7,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー                          964,492                     425,443 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
＜訂正後＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30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（△）               △582,094                   △230,994 

減価償却費                                               144,479                      28,144 

のれん償却額                                             △35,868                     △2,987 

貸倒引当金の増減額（△は減少）                             51,846                   △151,270 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）                         －                    △75,769 

賞与引当金の増減額（△は減少）                           △11,249                          － 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）                    △1,147                          － 

受注損失引当金の増減額（△は減少）                          2,834                       1,149 

退職給付引当金の増減額（△は減少）                        △7,301                          － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                      3,600                          － 

受取利息及び受取配当金                                   △28,400                     △8,052 

支払利息                                                  127,476                      39,064 

固定資産売却損益（△は益）                                △1,238                     175,108 

固定資産除却損                                             17,295                         575 

損害賠償損失                                                   －                     202,219 

投資有価証券売却損益（△は益）                                 －                     △1,131 

関係会社株式売却損益（△は益）                                 －                    △50,533 

持分法による投資損益（△は益）                             20,686                      15,947 

売上債権の増減額（△は増加）                            2,096,777                     206,147 

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△  

は増加）                                              △1,601,872                    △13,763 

たな卸資産の増減額（△は増加）                          △811,024                      38,036 

仕入債務の増減額（△は減少）                            △256,778                      21,314 

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△ 

は減少）                                                1,476,503                        △88 

その他                                                    600,867                     242,235 

小計                                                    1,205,392                     435,353 

利息及び配当金の受取額                                     21,742                       2,823 

利息の支払額                                            △113,451                     △5,182 

法人税等の支払額                                        △149,191                     △7,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー                          964,492                     425,443 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
【９ページ】 ５．四半期連結財務諸表 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 
（単位：千円）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30日)       至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出                                 △19,675                          － 

定期預金の払戻による収入                                    5,400                       9,937 

有形固定資産の取得による支出                            △447,616                     △3,810 

有形固定資産の売却による収入                                1,238                     291,172 

無形固定資産の取得による支出                              △1,080                          － 

投資有価証券の取得による支出                                △360                    △21,850 

投資有価証券の売却による収入                                   －                       1,623 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 

収入                                                           －                    △24,283 

短期貸付けによる支出                                  △2,240,566                   △659,826 

短期貸付金の回収による収入                              2,062,971                     346,421 

長期貸付けによる支出                                    △983,820                    △43,300 

長期貸付金の回収による収入                                 89,710                     174,962 

その他                                                   △26,325                       △798 

投資活動によるキャッシュ・フロー                      △1,560,124                      80,247 

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）                          423,338                   △359,007 

長期借入れによる収入                                      150,000                      50,000 

長期借入金の返済による支出                              △322,281                   △214,619 

社債の償還による支出                                     △10,500                          － 

自己株式の取得による支出                                      △5                          － 

配当金の支払額                                          △249,906                       △128 

その他                                                      △232                          － 

財務活動によるキャッシュ・フロー                          △9,587                     523,756 

現金及び現金同等物に係る換算差額                             △1,812                          － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                     △607,031                    △18,065 

現金及び現金同等物の期首残高                               1,385,490                     120,794 

現金及び現金同等物の四半期末残高                             778,458                     102,728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
＜訂正後＞ 

（単位：千円）  

前第１四半期連結累計期間     当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日      (自 平成21年４月１日 

至 平成20年６月30日)       至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出                                 △19,675                          － 

定期預金の払戻による収入                                    5,400                       9,937 

有形固定資産の取得による支出                            △447,616                     △3,810 

有形固定資産の売却による収入                                1,238                     291,172 

無形固定資産の取得による支出                              △1,080                          － 

投資有価証券の取得による支出                                △360                    △21,850 

投資有価証券の売却による収入                                   －                       1,623 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 

支出                                                           －                    △24,283 

短期貸付けによる支出                                  △2,240,566                   △659,826 

短期貸付金の回収による収入                              2,062,971                     346,421 

長期貸付けによる支出                                    △983,820                    △43,300 

長期貸付金の回収による収入                                 89,710                     174,962 

その他                                                   △26,325                       △798 

投資活動によるキャッシュ・フロー                      △1,560,124                      80,247 

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）                          423,338                   △359,007 

長期借入れによる収入                                      150,000                      50,000 

長期借入金の返済による支出                              △322,281                   △214,619 

社債の償還による支出                                     △10,500                          － 

自己株式の取得による支出                                      △5                          － 

配当金の支払額                                          △249,906                       △128 

その他                                                      △232                          － 

財務活動によるキャッシュ・フロー                          △9,587                     523,756 

現金及び現金同等物に係る換算差額                             △1,812                          － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                     △607,031                    △18,065 

現金及び現金同等物の期首残高                               1,385,490                     120,794 

現金及び現金同等物の四半期末残高                             778,458                     102,728 

 

 

 

以上 



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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 183,432 218,432

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

270,334 1,657,810

たな卸資産 211,148 263,312

短期貸付金 1,380,533 1,560,545

未収入金 939,620 399,696

立替金 150,850 423,599

その他 377,028 199,118

貸倒引当金 △49,074 △82,417

流動資産合計 3,463,873 4,640,097

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,928,524 3,280,238

土地 3,770,345 3,906,228

その他（純額） 64,997 69,330

有形固定資産計 6,763,867 7,255,797

無形固定資産   

のれん 1,838,381 1,865,872

その他 4,533 5,494

無形固定資産計 1,842,914 1,871,366

投資その他の資産   

長期貸付金 8,085,800 8,708,551

破産債権、更生債権等 1,694,680 1,092,606

その他 532,539 552,811

貸倒引当金 △2,055,447 △2,212,688

投資その他の資産計 8,257,572 8,141,281

固定資産合計 16,864,354 17,268,446

資産合計 20,328,227 21,908,543



（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 44,380 111,572

短期借入金 13,941,081 14,616,706

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 1,151,677 983,868

未払法人税等 18,659 26,195

預り金 22,497 438,318

未成業務受入金及び未成工事受入金 29,822 68,662

賞与引当金 1,453 1,453

受注損失引当金 1,741 803

その他 677,802 551,694

流動負債合計 15,989,115 16,899,275

固定負債   

長期借入金 2,652,864 2,989,934

債務保証損失引当金 538,230 614,000

負ののれん 579,094 610,308

その他 315,121 314,584

固定負債合計 4,085,311 4,528,827

負債合計 20,074,426 21,428,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,534,105 2,534,105

資本剰余金 2,514,772 2,514,772

利益剰余金 △4,830,591 △4,608,640

自己株式 △947 △947

株主資本合計 217,338 439,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 495 △4,299

評価・換算差額等合計 495 △4,299

少数株主持分 35,966 45,450

純資産合計 253,801 480,440

負債純資産合計 20,328,227 21,908,543



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 6,106,476 262,518

売上原価 5,426,078 185,111

売上総利益 680,397 77,407

販売費及び一般管理費 1,148,835 251,998

営業損失（△） △468,438 △174,591

営業外収益   

受取利息 28,169 8,017

負ののれん償却額 80,331 30,478

その他 32,553 33,785

営業外収益合計 141,054 72,281

営業外費用   

支払利息 127,476 39,064

貸倒引当金繰入額 56,700 22,493

持分法による投資損失 20,686 15,947

遅延損害金 － 202,219

その他 34,126 5,126

営業外費用合計 238,989 284,851

経常損失（△） △566,373 △387,161

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,131

関係会社株式売却益 － 66,051

貸倒引当金戻入額 － 225,524

債務保証損失引当金戻入額 － 75,769

固定資産売却益 1,238 －

その他 698 －

特別利益合計 1,936 368,477

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

関係会社株式売却損 － 15,518

貸倒引当金繰入額 － 15,268

固定資産売却損 － 177,081

固定資産除却損 17,295 575

その他 362 3,867

特別損失合計 17,657 212,310

税金等調整前四半期純損失（△） △582,094 △230,994

法人税、住民税及び事業税 7,236 439

法人税等調整額 △126,462 －

法人税等合計 △119,226 439

少数株主損失（△） △4,224 △9,483

四半期純損失（△） △458,643 △221,950



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△） △582,094 △230,994

減価償却費 144,479 28,144

のれん償却額 △35,868 △2,987

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,846 △151,270

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △75,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,249 －

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,147 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,834 1,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,301 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600 －

受取利息及び受取配当金 △28,400 △8,052

支払利息 127,476 39,064

固定資産売却損益（△は益） △1,238 175,108

固定資産除却損 17,295 575

遅延損害金 － 202,219

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,131

関係会社株式売却損益（△は益） － △50,533

持分法による投資損益（△は益） 20,686 15,947

売上債権の増減額（△は増加） 2,096,777 206,147

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△
は増加）

△1,601,872 △13,763

たな卸資産の増減額（△は増加） △811,024 38,036

仕入債務の増減額（△は減少） △256,778 21,314

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

1,476,503 △88

その他 600,867 242,235

小計 1,205,392 435,353

利息及び配当金の受取額 21,742 2,823

利息の支払額 △113,451 △5,182

法人税等の支払額 △149,191 △7,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 964,492 425,443



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △19,675 －

定期預金の払戻による収入 5,400 19,937

有形固定資産の取得による支出 △447,616 △3,810

有形固定資産の売却による収入 1,238 291,172

無形固定資産の取得による支出 △1,080 －

投資有価証券の取得による支出 △360 △21,850

投資有価証券の売却による収入 － 1,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △24,283

短期貸付けによる支出 △2,240,566 △659,826

短期貸付金の回収による収入 2,062,971 346,421

長期貸付けによる支出 △983,820 △43,300

長期貸付金の回収による収入 89,710 174,962

その他 △26,325 △798

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,124 80,247

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） 423,338 △359,007

長期借入れによる収入 150,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △322,281 △214,619

社債の償還による支出 △10,500 －

自己株式の取得による支出 △5 －

配当金の支払額 △249,906 △128

その他 △232 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,587 △523,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,812 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △607,031 △18,065

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,490 120,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 778,458 102,728




