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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 19,493 ― 607 ― 522 ― 302 ―

20年12月期第3四半期 20,368 14.9 714 92.2 516 72.6 △759 ―

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3四半期 27.33 ―

20年12月期第3四半期 △66.80 ―

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3四半期 22,813 6,545 25.0 522.14
20年12月期 25,808 6,406 21.6 496.66

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  5,711百万円 20年12月期  5,581百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年12月期 ― 4.00 ―

21年12月期 
（予想）

4.00 8.00

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 25,000 △7.2 700 △39.9 550 △44.8 400 ― 36.28

－1－



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．平成21年７月30日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手して
いる情報に基づき作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状況等の変化により、上記の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
２．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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社リブライフ兵庫 ）

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3四半期 11,532,630株 20年12月期  11,532,630株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  594,298株 20年12月期  294,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 11,053,720株 20年12月期第3四半期 11,371,173株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、景気対策の効果等により一部明るい兆しが見え出しているも

のの、完全失業率が過去最高水準になるなど依然として厳しい状況が続きました。 

 建設業界におきましても、住宅取得減税の拡大、長期優良住宅減税の創設などの需要拡大政策はあったものの、経

済情勢の低迷による雇用・所得環境の低迷など、依然として厳しい環境で推移いたしました。 

 当社グループにおきましては、このような経営環境の中、連結子会社である株式会社リブライフは、連結子会社で

ある株式会社リブライフ兵庫を平成21年１月１日付けで合併するとともに、連結子会社であるかつみ企画株式会社の

当社への吸収合併を平成21年10月１日付で計画するなど、経営の合理化を図り収益性の向上に努めてまいりました。

 以上の結果、当社グループの業績につきましては、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

 利益につきましては、当連結会計年度の第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、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更し、売上原

価で 百万円を計上したことなどにより、連結営業利益は前年同期比 ％減の 百万円となりました。しかしな

がら、借入金の返済に伴い支払利息が減少したことなどから、連結経常利益は前年同期比 ％増の 百万円となり

ました。 

 当四半期純利益につきましては、賃貸用不動産の売却により固定資産売却損 百万円が発生したものの、平成21

年10月１日付で当社を存続会社とし、連結子会社であるかつみ企画株式会社を吸収合併する予定であることから、か

つみ企画株式会社の繰越欠損金に関して税効果会計におけるスケジューリングが可能となった結果、税金費用の減少

に伴い連結四半期純利益は 百万円（前年同期 連結純損失 百万円）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

＜建設事業＞ 

 建設事業セグメントに関しましては、建築土木工事において、依然として受注は低調に推移しており、売上高は前

年同期と比較して減少しております。  

 営業損益につきましては、「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、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更し、当社及び連結子会社であるかつみ企画株式会社に

おいて、評価損を売上原価に33百万円計上いたしましたが、販売費及び一般管理費の削減効果等により、営業利益は

前年同期と比較して微増となりました。  

  

＜設備事業＞ 

 設備事業セグメントに関しましては、連結子会社である三樹エンジニアリング株式会社において前連結会計年度の

繰越工事の大型物件が完成いたしましたが、提出会社において前年同期と比較して受注高が低調に推移した結果、売

上高及び営業利益は前年同期と比較して微減となりました。 

  

＜住宅事業＞ 

 住宅事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、引渡棟数はほぼ横

這いに推移したものの、売上高は前年同期と比較して微減となりました。 

 営業損益につきましては、売上高の減少及び「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、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更し、当社及び連結子会社であるセキ

スイハイム山陽株式会社において、評価損を売上原価に21百万円計上したこと等による原価率の上昇に伴い、営業利

益は前年同期と比較して減少しております。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業セグメントに関しましては、提出会社において５月より大型不動産物件の賃貸収入が発生している

ことや、連結子会社である株式会社リブライフにおいて不動産賃貸管理業の対象エリアを拡大したこと等に伴い、売

上高及び営業利益ともに前年同期と比較して増加しております。 

  

＜その他事業＞ 

 その他事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて運営する飲食事業の売上高

の減少により、前年同期と比較して売上高は減少いたしましたが、販売費及び一般管理費の見直しに伴う費用抑制効

果等により、営業損益は前年同期と比較して改善しております。 

  

※当文章中の前年同期と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。 

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

4.3 19,493

55 15.0 607

1.1 522

329

302 759
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（１）財政状態 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、販売用不動産の売却等によるたな卸資産の減少、賃貸用不

動産の譲渡等による土地及び建物・構築物の減少等により 百万円（前連結会計年度末は 百万円）となり

ました。 

 負債につきましては、短期借入金を長期借入金に借換えたことにより固定負債が増加しておりますが、工事未払

金、短期借入金及び未成工事受入金等の減少により 百万円（前連結会計年度末は 百万円）となりまし

た。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少や自己株式の買取り等により減少したものの、四半期純

利益による利益剰余金の増加により 百万円（前連結会計年度末は 百万円）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ財務活動により 百万円

が減少しましたが、営業活動により 百万円、投資活動により 百万円が増加した結果、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（以下「資金」という。）は、 百万円増加し、 百万円となりました。

 主な要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、仕入債務の減少 百万円及び未成工事受入金の減少 百万

円等が生じていますが、税金等調整前四半期純利益 百万円及びたな卸資産の減少 百万円等により、資金は

百万円の増加（前四半期連結累計期間は 百万円の減少）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の取

得による支出 百万円等が生じていますが、有形固定資産の売却による収入 百万円及び投資有価証券の売却に

よる収入 百万円により、資金は 百万円の増加（前四半期連結累計期間は 百万円の減少）となりました。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、長期借入による収入 百万円が生じましたが、短期借入

金の純減額 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円及び社債の償還による支出 百万円等により、資

金は 百万円の減少（前四半期連結累計期間は 百万円の増加）となりました。 

  

※当文章中の前年同期と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。 

   

 平成21年７月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

22,813 25,808

16,267 19,401

6,545 6,406

2,781

2,380 1,303

903 1,762

214 758

207 2,452

2,380 121

86

11 1,383

18 1,303 1,555

2,040

3,390 950 300

2,781 2,087

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 経営資源の統合による当社グループ全体の事業運営と組織の効率化を推進することを目的として、平成21年１

月１日をもって連結子会社である株式会社リブライフを存続会社とする吸収合併を行い、連結子会社であった株

式会社リブライフ兵庫は消滅しております。 

   

① 簡便な会計処理 

ⅰ たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな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。 

ⅱ 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等から著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を用いて算定しております。 

ⅲ 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きましては、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。 

ⅳ 完成工事補償引当金繰入額の算定方法 

 完成工事補償引当金は、前連結会計年度決算において算定した完成工事高に係る責任補修費用の実績率

から著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の実績率を用いて算定しております。 

 なお、特定物件については工事費の発生見込相当額を計上しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として個別法による原価法もしくは最終仕

入原価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、主として個別法による原価法（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）もしくは最終仕入原価法による原価法（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。この変更によ

り、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は、それぞれ 百万円減

少しております。 

  

退職給付引当金 

  当社は、平成21年９月１日に退職年金制度について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

  本移行に伴う影響額は、当第３四半期連結累計期間の特別利益として 百万円計上しております。 

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

55

（４）追加情報

41
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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９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   

現金預金 1,418,069 881,865

受取手形・完成工事未収入金等 1,087,827 1,221,856

たな卸資産 6,498,107 9,164,673

預け金 369,920 2,807

繰延税金資産 172,795 113,788

その他 325,741 225,517

貸倒引当金 △3,857 △4,925

流動資産合計 9,868,604 11,605,582

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,655,007 4,990,862

機械・運搬具（純額） 27,700 26,586

工具器具・備品（純額） 634,949 637,090

土地 5,920,491 7,254,601

リース資産（純額） 322,095 114,630

建設仮勘定 20,467 5,755

有形固定資産計 11,580,711 13,029,527

無形固定資産 26,690 12,749

投資その他の資産   

投資有価証券 494,881 570,215

破産債権、更生債権等 200,167 193,267

繰延税金資産 439,710 203,324

その他 436,200 423,150

貸倒引当金 △233,402 △229,752

投資その他の資産計 1,337,558 1,160,205

固定資産合計 12,944,960 14,202,482

資産合計 22,813,564 25,808,064
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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９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・工事未払金等 1,582,185 1,796,948

短期借入金 3,490,000 6,880,000

1年内償還予定の社債 600,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 676,748 600,748

未払法人税等 87,708 302,037

未成工事受入金 1,625,222 2,383,918

賞与引当金 219,661 115,883

完成工事補償引当金 129,785 107,148

リース債務 86,908 30,979

その他 945,091 778,669

流動負債合計 9,443,311 13,896,333

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 5,263,651 4,250,382

退職給付引当金 201,771 228,369

役員退職慰労引当金 219,893 196,130

リース債務 241,122 84,255

その他 298,056 145,873

固定負債合計 6,824,495 5,505,010

負債合計 16,267,806 19,401,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 4,356,880 4,143,473

自己株式 △107,829 △61,782

株主資本合計 5,719,691 5,552,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,340 29,369

繰延ヘッジ損益 － △56

評価・換算差額等合計 △8,340 29,312

少数株主持分 834,406 825,077

純資産合計 6,545,757 6,406,720

負債純資産合計 22,813,564 25,808,064
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,493,229

売上原価 15,605,240

売上総利益 3,887,988

販売費及び一般管理費 3,280,389

営業利益 607,599

営業外収益  

受取利息 8,757

受取配当金 2,687

持分法による投資利益 2,078

その他 35,435

営業外収益合計 48,959

営業外費用  

支払利息 101,006

社債利息 8,581

シンジケートローン手数料 3,000

その他 21,207

営業外費用合計 133,796

経常利益 522,762

特別利益  

前期損益修正益 1,687

投資有価証券売却益 4,341

退職給付制度改定益 41,308

特別利益合計 47,338

特別損失  

固定資産売却損 329,852

固定資産除却損 3,832

貸倒引当金繰入額 3,650

ゴルフ会員権評価損 309

完成工事補償引当金繰入額 24,010

その他 1,181

特別損失合計 362,835

税金等調整前四半期純利益 207,264

法人税、住民税及び事業税 176,364

法人税等調整額 △289,208

法人税等合計 △112,844

少数株主利益 17,995

四半期純利益 302,114
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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21年１月１日 
 至 平成21年９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利益 207,264

減価償却費 290,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,581

賞与引当金の増減額（△は減少） 103,777

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,637

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,763

受取利息及び受取配当金 △11,445

支払利息及び社債利息 109,588

持分法による投資損益（△は益） △2,078

固定資産売却損益（△は益） 329,852

固定資産除却損 3,832

投資有価証券売却損益（△は益） △4,341

ゴルフ会員権評価損 309

前期損益修正損益（△は益） △1,687

売上債権の増減額（△は増加） 134,028

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,452,285

仕入債務の増減額（△は減少） △214,762

未払費用の増減額（△は減少） △10,618

未成工事受入金の増減額（△は減少） △758,696

その他 193,429

小計 2,843,546

利息及び配当金の受取額 12,395

利息の支払額 △108,027

法人税等の支払額 △364,004

その他の支出 △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,380,910

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 △86,027

有形固定資産の売却による収入 1,383,583

無形固定資産の取得による支出 △11,562

投資有価証券の取得による支出 △571

投資有価証券の売却による収入 18,401

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,303,823

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） △3,390,000

長期借入れによる収入 2,040,000

長期借入金の返済による支出 △950,731

社債の償還による支出 △300,000

リース債務の返済による支出 △38,208

配当金の支払額 △87,764

少数株主への配当金の支払額 △8,666

自己株式の取得による支出 △46,047

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,781,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 903,317

現金及び現金同等物の期首残高 859,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,762,989
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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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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）重要な後発事象

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年９月30日）  

 当社は平成21年７月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の100％連結子会社であるかつみ企画株

式会社を平成21年10月１日を効力発生日として吸収合併を行いました。 

  

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 ①美樹工業株式会社 

   事業の内容 建築・土木・舗装・都市ガス導管敷設等 

 ②かつみ企画株式会社  

   事業の内容 マンション分譲、不動産賃貸及び管理等 

（2）企業結合の法的形式 

 当社を吸収合併存続会社、連結子会社であるかつみ企画株式会社を吸収合併消滅会社とする吸

収合併方式 

（3）結合後企業の名称 

 美樹工業株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

 両社の経営資源を統合することにより、不動産物件の販売活動の強化を図るとともに、管理部

門の人的資源の有効活用や経理処理能力の向上が可能となり、当社グループ全体の事業運営と組

織の効率化により収益性の向上を図るためです。 

   

２．実施した会計処理の概要  

 本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最

終改正平成20年12月26日）における共通支配下の取引に該当し、内部取引としてすべて消去いた

します。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

   

  

  

前年同四半期連結累計期間
（自 平成20年１月１日   

  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  20,368,445

Ⅱ 売上原価  16,126,917

 売上総利益  4,241,528

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,526,669

 営業利益  714,858

Ⅳ 営業外収益  60,327

Ⅴ 営業外費用  258,237

 経常利益  516,949

Ⅵ  特別利益    583,778

Ⅶ 特別損失  1,525,063

税金等調整前四半期純損失 △424,336

法人税、住民税及び事業税   302,352

法人税等調整額   2,609

少数株主利益   30,343

四半期純損失 △759,641
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期連結累計期間
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

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損失      △424,336

減価償却費        220,771

貸倒引当金の増減額（減少：△）        △22,916

賞与引当金の増減額（減少：△）       93,425

完成工事補償引当金の増減額（減少：△）       26,672

退職給付引当金の増減額（減少：△）       4,269

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）       △434,342

受取利息及び受取配当金       △16,361

支払利息       143,936

シンジケートローン手数料       73,892

持分法による投資利益       △3,132

固定資産売却益       △232

固定資産除却損       24,807

販売用不動産評価損       1,413,386

投資有価証券売却益       △120,759

投資有価証券売却損       2,737

投資有価証券評価損       11,871

ゴルフ会員権評価損       5,240

前期損益修正損       28,117

売上債権の増減額（増加：△）       1,088,840

たな卸資産の増減額（増加：△）       △1,829,975

仕入債務の増減額（減少：△）       △383,226

未払費用の増減額（減少：△）       93,277

未成工事受入金の増減額（減少：△）       277,993

その他       △76,271

小計       197,686

利息及び配当金の受取額       17,014

利息の支払額       △144,285

シンジケートローン手数料の支払額       △55,165

法人税等の支払額       △136,339

営業活動によるキャッシュ・フロー       △121,089

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       10,000

有形固定資産の取得による支出      △1,768,990

有形固定資産の売却による収入       20,594

無形固定資産の取得による支出       △6,806

投資有価証券の取得による支出       △7,844

投資有価証券の売却による収入       197,829

投資活動によるキャッシュ・フロー       △1,555,218

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       449,148

長期借入による収入       2,135,000

長期借入金の返済による支出       △330,691

リース債務の返済による支出       △5,413

配当金の支払額       △91,065

少数株主への配当金の支払額       △9,532

自己株式の取得による支出       △59,764

財務活動によるキャッシュ・フロー       2,087,681

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額       411,373

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高       1,539,421

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高       1,950,795
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