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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31日） 

(注)１．当社は平成21年11月期第２四半期に子会社を取得したため、平成21年11月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しており 
     ます。なお、平成21年11月期第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としているため、当第３四半期連結会計期間より四半期 
     連結財務諸表を作成しております。 
   ２．平成21年11月期第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期第３四半期について記載しておりま 
     せん。 
   ３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき、連結財務諸表を作成しているため、当四半期の対前年同四半期増減 
     率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)１．当社は平成21年11月期第２四半期に子会社を取得したため、平成21年11月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しておりま 
     す。なお、平成21年11月期第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としております。 
   ２．平成21年11月期第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年11月期については記載しておりません。  

(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3四半期 1,237 ― △16 ― 29 ― 18 ―
20年11月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 1,597.54 ―
20年11月期第3四半期 ― ―

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3四半期 2,022 1,408 69.6 123,769.87
20年11月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  1,408百万円 20年11月期  ―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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00
21年11月期 ― ― ―
21年11月期 

（予想）
4,000.00 4,000.00

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  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 1,910 ― 18 ― 85 ― 48 ― 4,262.77
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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 
 本四半期決算短信に記載の連結業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。 
実際の連結業績は、今後様々な要因により、本連結業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準審議会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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。 
 当社は、平成21年11月期第２四半期連結会計期間に子会社を取得したため、平成21年11月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成してお
ります。なお、平成21年11月期第２四半期連結会計期間の末日をみなし取得日としているため、四半期連結損益計算書については、当第３四半期連結会
計期間より作成しております。 

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3四半期 11,580株 20年11月期  11,580株
② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  200株 20年11月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 11,451株 20年11月期第3四半期  ―株
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【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３四半期連結会計期間における世界経済は、昨年のサブプライムローンに端を発した景気減速

が、実体経済に大きな影響を及ぼしております。 

このような状況において、当社においても、かかる景気減速によるメーカーの生産調整、設備投資

の減退の影響を受けつつも、自動車メーカーにおける環境対応車の増産に伴う半導体製造装置に用い

る消耗品の旺盛な需要により、受注・販売面において、前四半期連結会計期間との比較では回復基調

が見られます。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,237,435千円、営業損失は16,031千円、経

常利益は29,153千円、四半期純利益は18,294千円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①半導体装置事業 

当事業においては、当社の主力商品であるワイヤボンダーを米国より仕入れ、国内の顧客に販売し

ております。販売面では、主力顧客である自動車メーカーならびに自動車部品メーカーにおいて、主

に環境対応車の増産により、すでに稼働中の設備に用いられる消耗品の売上が前四半期連結会計期間

に比べ大幅に増加いたしました。この結果、売上高は600,471千円、営業利益は45,935千円となりまし

た。 

②電子材料・機器事業 

当事業においては、エレクトロニクスメーカー向けの材料、大学・研究所等向けの研究開発用の小

型の機器等を国内外から仕入れ、販売しております。販売面では、顧客の生産の回復傾向が見られ、

当四半期より株式会社コムテックが当事業に加わったものの、売上は低調に推移いたしました。 

この結果、売上高は275,918千円、営業損失は29,253千円となりました。 

③マリン・環境機器事業 

当事業においては、マリン事業において、大型船舶向けの救命艇を国内メーカーより仕入れ、造船

所に販売、ならびに環境機器事業においては、液体の濃縮・分離を行うためのフィルター等を海外か

ら仕入れ、食品メーカー・化学メーカー等、国内の顧客に販売しております。マリン事業においては、

造船所の建造計画にあわせ、前年度以前に受注しており、販売面では、概ね計画通りに進捗いたしま

したが、環境事業においては、大半が新規の受注案件を扱っているため、前四半期連結会計期間に続

き、受注が少ない状況でありました。この結果、売上高は338,102千円、営業損失は27,872千円となり

ました。 

④その他の事業 

取扱い商品は、半導体基板等の洗浄に用いる液体等でありますが、景気の後退に伴い、受注が少な

い状況でありました。この結果、売上高は22,944千円、営業損失は4,840千円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,022,704千円となりました。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は1,408,501千円となりました。 

 

（自己資本比率） 

当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は69.6％となりました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第３四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は123,769円87銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、975,654千円となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、420,661千円の収入となりました。これは主に、売上債権の

減少857,286千円、仕入債務の減少257,009千円、未払金の減少61,310千円及び法人税等の支払113,725

千円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、57,210千円の収入となりました。これは主に、有価証券の

取得による支出150,000千円、子会社株式の取得による収入131,222千円及び保険積立金の解約による

収入84,782千円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、163,237千円の支出となりました。これは、長期借入金の返

済による支出93,333千円、自己株式の取得による支出23,848千円及び配当金の支払45,980千円による

ものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

(1)連結業績予想 

 上記に記載のとおりであります。 

(2)個別業績予想 

平成21年６月15日付「平成21年11月期 業績予想の修正等に関するお知らせ並びに役員報酬減額に

関するお知らせ」に記載のとおりであります。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

(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」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 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」（企業会計基準委

員会 平成19年３月14日 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第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 

なお、これによる損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

③当第３四半期会計期間より新たに取引が発生したことに伴い、平成19年３月30日改正の「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、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、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日以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かかる方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定

資産に4,960千円計上されますが、損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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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３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年８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 675,898 － 

受取手形 29,960 － 

売掛金 319,362 － 

有価証券 349,755 － 

商品 260,201 － 

その他 157,087 － 

貸倒引当金 △99 － 

流動資産合計 1,792,166 － 

固定資産   

有形固定資産 23,714 － 

無形固定資産   

のれん 8,185 － 

その他 17,902 － 

無形固定資産合計 26,088 － 

投資その他の資産   

その他 181,427 － 

貸倒引当金 △693 － 

投資その他の資産合計 180,734 － 

固定資産合計 230,538 － 

資産合計 2,022,704 － 

負債の部   

流動負債   

買掛金 306,497 － 

1年内返済予定の長期借入金 37,527 － 

未払法人税等 14,890 － 

賞与引当金 4,800 － 

その他 96,962 － 

流動負債合計 460,677 － 

固定負債   

退職給付引当金 2,220 － 

役員退職慰労引当金 147,334 － 

その他 3,970 － 

固定負債合計 153,525 － 

負債合計 614,203 － 
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(単位：千円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年８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 100,210 － 

資本剰余金 119,606 － 

利益剰余金 1,220,039 － 

自己株式 △23,848 － 

株主資本合計 1,416,006 － 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,263 － 

繰延ヘッジ損益 △10,768 － 

評価・換算差額等合計 △7,505 － 

純資産合計 1,408,501 － 

負債純資産合計 2,022,704 － 
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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：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,237,435

売上原価 870,276

売上総利益 367,159

販売費及び一般管理費 383,190

営業損失（△） △16,031

営業外収益  

受取利息 3,862

受取配当金 89

投資有価証券売却益 2,930

保険返戻金 49,204

その他 15

営業外収益合計 56,102

営業外費用  

支払利息 810

為替差損 9,839

支払手数料 231

その他 35

営業外費用合計 10,917

経常利益 29,153

特別利益  

固定資産売却益 877

投資有価証券売却益 2,093

特別利益合計 2,971

税金等調整前四半期純利益 32,124

法人税、住民税及び事業税 15,024

法人税等調整額 △1,193

法人税等合計 13,830

四半期純利益 18,294
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第３四半期連結会計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 671,674

売上原価 471,559

売上総利益 200,115

販売費及び一般管理費 133,864

営業利益 66,251

営業外収益  

受取利息 1,235

受取配当金 62

投資有価証券売却益 2,930

その他 15

営業外収益合計 4,244

営業外費用  

支払利息 766

為替差損 15,283

その他 35

営業外費用合計 16,085

経常利益 54,409

特別利益  

固定資産売却益 877

投資有価証券売却益 2,093

特別利益合計 2,971

税金等調整前四半期純利益 57,380

法人税、住民税及び事業税 14,552

法人税等調整額 △4,875

法人税等合計 9,677

四半期純利益 47,703
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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 32,124

減価償却費 9,316

のれん償却額 430

貸倒引当金の増減額（△は減少） 674

受取利息及び受取配当金 △3,951

支払利息 810

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,800

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △5,024

固定資産売却損益（△は益） △877

保険返戻金 △49,204

為替差損益（△は益） 5,208

売上債権の増減額（△は増加） 857,286

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,587

仕入債務の増減額（△は減少） △257,009

未払金の増減額（△は減少） △61,310

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,272

退職給付引当金の増減額（△は減少） 224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,532

その他の資産の増減額（△は増加） 17,947

その他の負債の増減額（△は減少） △8,766

小計 531,353

利息及び配当金の受取額 3,746

利息の支払額 △712

法人税等の支払額 △113,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,661

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △150,000

有価証券の売却による収入 100,000

信託受益権の取得による支出 △100,000

有形固定資産の売却による収入 1,596

無形固定資産の取得による支出 △7,410

投資有価証券の取得による支出 △54,388

投資有価証券の売却による収入 50,132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

131,222

貸付金の回収による収入 744

敷金の差入による支出 △440

敷金の回収による収入 970

保険積立金の解約による収入 84,782

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,210

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △93,333

リース債務の返済による支出 △74

自己株式の取得による支出 △23,848

配当金の支払額 △45,980

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,294

現金及び現金同等物の期首残高 659,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 975,654
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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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」（企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 

 
半導体装置

事業 

(千円) 

電子材料・
機器事業

(千円) 

マリン・環
境機器事業

(千円) 

その他の事
業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

355,272 187,967 121,135 7,298 671,674 － 671,674

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － －

計 355,272 187,967 121,135 7,298 671,674 － 671,674

営業利益 85,726 △7,026 △10,921 △1,526 66,251 － 66,251

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 半導体装置事業・・・・・・ワイヤボンダー 

(2) 電子材料・機器事業・・・・接着剤、消耗品、ボンドテスター、温度モニターシステム、 

               ダイボンダー、プラズマ処理装置、ヒートシールコネクター、偏光板 

(3) マリン・環境機器事業・・・救命艇、振動膜式フィルター 

 

  

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 

 
半導体装置

事業 

(千円) 

電子材料・
機器事業

(千円) 

マリン・環
境機器事業

(千円) 

その他の事
業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

600,471 275,918 338,102 22,944 1,237,435 － 1,237,435

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － －

計 600,471 275,918 338,102 22,944 1,237,435 － 1,237,435

営業利益 45,935 △29,253 △27,872 △4,840 △16,031 － △16,031

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
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(1) 半導体装置事業・・・・・・ワイヤボンダー 

(2) 電子材料・機器事業・・・・接着剤、消耗品、ボンドテスター、温度モニターシステム、 

               ダイボンダー、プラズマ処理装置、ヒートシールコネクター、偏光板 

(3) マリン・環境機器事業・・・救命艇、振動膜式フィルター 

 

【所在地別セグメント情報】 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）並びに当第３四半 

   期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 

  本邦以外の国また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。 

 

【海外売上高】 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 アジア 米国 欧州 南米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 94,980 6,897 32,254 6,593 140,724

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 671,674

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

14.1 1.0 4.8 1.0 21.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・中国、台湾、韓国、シンガポール 

(2) 米国・・・・アメリカ 

(3) 欧州・・・・ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、スイス 

(4) 南米・・・・ブラジル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 

 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 アジア 米国 欧州 南米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 126,002 15,409 32,254 6,593 180,259

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 1,237,435

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

10.2 1.2 2.6 0.5 14.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・中国、台湾、韓国、シンガポール 

(2) 米国・・・・アメリカ 

(3) 欧州・・・・ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、スイス 

(4) 南米・・・・ブラジル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 
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【参考】 

前第３四半期損益計算書 

  

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年12月１日  

  至 平成20年８月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  2,293,026 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,614,577 70.4 

 売上総利益  678,448 29.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  430,470 18.8 

 営業利益  247,978 10.8 

Ⅳ 営業外収益  24,372 1.1 

Ⅴ 営業外費用  464 0.0 

 経常利益  271,885 11.9 

Ⅵ 特別利益  34 0.0 

Ⅶ 特別損失  － －

 税引前四半期純利益  271,920 11.9 

 税金費用  113,295 5.0 

 四半期純利益  158,625 6.9 
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前第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  前第３四半期累計期間 

  
(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年８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 

     税引前四半期純利益 271,920 

     減価償却費 8,113 

   役員退職慰労引当金の増加額 8,432 

   退職給付引当金の増加額 1,673 

   貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 34

   受取利息及び受取配当金 △ 4,748

   支払利息 185 

   為替差損益（為替差益：△） △ 349

   保険解約返戻金 △ 14,151

   売上債権の増減額（増加：△） 361,914 

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 149,637

   その他流動・固定資産の増減額（増加：△） 17,666 

   仕入債務の増減額（減少：△） △ 292,649

   未払金の増減額（減少：△） △ 39,504

   未払消費税等の増減額（減少：△） △ 3,639

   その他流動・固定負債の増減額（減少：△） 25,748 

    小計 190,939 

   利息及び配当金の受取額 4,748 

   利息の支払額 △ 185

   法人税等の支払額 △ 143,538

  営業活動によるキャッシュ・フロー 51,963 
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  前第３四半期累計期間 

  
(自 平成19年12月１日 

  至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円) 

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 △ 4,751

     無形固定資産の取得による支出 △ 6,780

     投資有価証券の取得による支出 △ 10,245

     貸付金の回収による収入 893 

     差入保証金の差入による支出 △ 970

     保険積立金の解約による収入 20,103 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,750

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    配当金の支払による支出 △ 34,740

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 34,740

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 493 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 15,966 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 757,229 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 773,196 
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