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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） 

（注）20年12月期第3四半期は、前期に決算期を３月31日から12月31日に変更したことにより、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 

  

(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 35,580 ― 3,345 ― 3,542 ― 1,755 ―

20年12月期第3四半期 36,736 ― 2,726 ― 2,590 ― 1,089 ―

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 15.15 14.95
20年12月期第3四半期 8.93 8.79

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 70,158 57,696 82.2 498.18
20年12月期 81,496 57,652 70.7 497.57

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  57,696百万円 20年12月期  57,652百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

15.00 15.00

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 47,100 △3.0 3,200 △0.6 3,400 13.9 1,700 115.1 14.68



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、４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、４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．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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異な
  る場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ 
  さい。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 ―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 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 116,966,183株 20年12月期  122,966,183株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,151,630株 20年12月期  7,099,435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 115,836,754株 20年12月期第3四半期 121,919,071株



当第３四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を背景として減少傾向をたどってい

ました企業収益は、一部では回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、個人消費動向は、経済対策の効果

による一時的な上昇もありましたが、政権交代による市場環境へのインパクトが未知数であることから本格的な景

気回復を迎えることなく推移いたしました。 

ＯＴＣ医薬品を取巻く市場では、平成21年６月施行の薬事法の改正にともない、当初はＯＴＣ薬市場への期待感

も高まりましたが、現時点においては特に第１類医薬品の伸び悩みが店頭販売に影響を及ぼしております。このよ

うな状況のもと、当社では平成19年より独自に展開しておりますＩＢＭ（理想のビジネスモデル＝Ideal Business 

Model）による体質改善の成果が顕著に表れ、計画を上回る業績を達成することができました。 

当第３四半期累計期間の業績は、以下の通りです。 

当社では従来からの基本方針として「選択と集中」を推進してまいりました。この結果、コンシューマーヘルス

ケア部門（ＣＨＣ部門と称す）では、広告宣伝費の効率的な投入によるコアブランドの強化・育成が功を奏し、売

上高は厳しい市場環境にありながらも前年同期比0.9％増収を達成しました。特に積極的な投資を行なったコアブ

ランドにおいては、平成20年12月に発売した「スルーラック デトファイバー」を含む便秘治療剤「スルーラッ

ク」群、鎮痛薬「イブ」群が前年同期を大幅に上回り好調に推移したことに加えて、６月に発売した「ハイチオー

ルＢ」を含む美容・美肌ビタミン剤「ハイチオール」群も前年同期を上回る売上を計上することが出来ました。一

方、ドリンク剤「エスカップ」群は冷夏の影響もあり前年同期を下回り、かぜ薬「エスタック」群につきましても

前年同期を下回りました。しかしながら、５つのコアブランド全体では前年同期比6.2％増を達成しました。 

コアブランド以外につきましては、前年同期の売上は下回っているものの、計画を上回って推移しております。

一方、利益面では、広告宣伝費の大幅な増加にもかかわらず、原価率の改善や販売費及び一般管理費の効率的な

投入などのIBMによる収益構造の改善効果により、営業利益 百万円（前年同期比22.7％増）、売上高営業利

益率9.4％（前年同期の売上高営業利益率は7.4％）となり経常利益・四半期純利益ともに大幅増益となりました。

海外連結子会社につきましては、現地通貨ベースでの売上減少に加えて海外連結子会社の連結対象期間である

2008年10月－2009年６月期においてユーロ安が進んだ影響もあり、円貨での売上高は大きく減少しましたが、利益

面については収益構造の改善効果により前年並となりました。 

なお、当社は平成21年３月31日をもって会社法178条の規定に基づき、自己株式6百万株を消却し、同日第５回無

担保転換社債96億9百万円の償還を行ないました。 

また、当社は従来からの基本方針に基づき「選択と集中」の戦略を推し進めてまいりましたが、平成19年９月末

までに海外子会社（韓国）１社、国内子会社６社の整理統合を終了いたしました。欧州の子会社であるヌトリケム

及びその子会社（当社連結売上高の約13％を占める）についても同戦略に基づき適切な譲渡先が見つかった場合に

は譲渡する方針です。 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用してお

ります。従いまして、当第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損

益計算書とでは作成基準が異なるため、文中の前年同期比較は参考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

  前第３四半期 

累計期間 

当第３四半期 

累計期間 
前年同期比 

  百万円 百万円 ％  

連 結 売 上 高  36,736  35,580  △3.1

（内ＣＨＣ）  (29,588)  (29,854)  (0.9)

営 業 利 益  2,726  3,345  22.7

経 常 利 益  2,590  3,542  36.8

四 半 期 純 利 益  1,089  1,755  61.2

33億45



当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して、総資産は113億38百万

円減少し、 百万円となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の減少等によるものであります。

また、負債は113億82百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、転換社債の償還等によるものであ

ります。 

純資産につきましては44百万円増加し、 百万円となりました。これは主に四半期純利益及び在外子会社

の会計処理の変更に伴う繰越利益剰余金の計上があった一方、配当金の支払及び為替換算調整勘定の影響によるも

のであります。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となり

ました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円等があった一方、法人税

等の支払による支出7億48百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となりました。主な内訳は、有価証券の償還による

収入 円があった一方、有価証券の取得による支出 百万円、定期預金の預入による支出 円等による

ものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。主な内訳は、新規調達を行なわな

い手元資金による転換社債の償還支出 百万円、配当金の支払による支出 百万円等によるものでありま

す。 

これらの結果、現金及び現金同等物の第３四半期末残高は、 百万円となり前連結会計年度末と比較して

57億1百万円減少しました。 

当第３四半期累計までの連結・個別の売上高・利益実績は計画を上回り順調に推移いたしておりますが、第４四

半期につきましては、経済環境および本年６月施行の薬事法改正による環境変化の影響が引き続き懸念されます。

加えて、長期的な成長のためコアブランドに対して広告宣伝費を重点的に投入する計画であることや、新たな成長

戦略のための経費の投入を計画していること等により、平成21年12月期の連結業績予想については、平成21年２月

５日に公表しました数値からの変更はありません。 

  該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理 

 ・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定する方法

によっております。 

 ・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定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会年度末の実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

 ・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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、また、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度末に使

用した業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

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。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

701億58

124億61

576億96

33億52

29億35 16億81

24億80

240億 159億91 46億

115億16

96億9 17億39

149億92

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



  

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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いては、従来、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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。  

  これによる、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に対する影響

は軽微であります。 

③ 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、連結決算上必要な修正を行なっております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は35百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

28百万円それぞれ増加しております。また、期首利益剰余金が3億84百万円増加しております。 

④ 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日以降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、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方法に準じた会計処理

によっております。また、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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  これによる、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に対する影響

はありません。 

  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、引き続き従来通りの賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

当社は、機械装置の耐用年数について、従来、主として７年としておりましたが、第１四半期連結会計期間

より主として８年に変更しております。 

これは、平成20年度の法人税法の改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。 

これにより、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

35百万円増加しております。 

（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

（４）追加情報



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   

現金及び預金 14,593 13,697

受取手形及び売掛金 12,282 12,817

有価証券 11,997 20,983

商品及び製品 2,575 2,213

仕掛品 596 675

原材料及び貯蔵品 1,412 1,431

繰延税金資産 1,049 1,381

その他 1,184 1,090

貸倒引当金 △64 △96

流動資産合計 45,627 54,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 27,930 28,927

減価償却累計額 △18,418 △18,683

建物及び構築物（純額） 9,512 10,244

機械装置及び運搬具 17,995 18,008

減価償却累計額 △15,456 △15,694

機械装置及び運搬具（純額） 2,539 2,313

土地 3,607 3,745

建設仮勘定 210 714

その他 8,430 7,854

減価償却累計額 △6,480 △5,983

その他（純額） 1,949 1,870

有形固定資産合計 17,818 18,889

無形固定資産 704 802

投資その他の資産   

投資有価証券 2,926 4,247

長期貸付金 50 56

繰延税金資産 1,692 1,900

その他 1,421 1,497

貸倒引当金 △83 △91

投資その他の資産合計 6,007 7,610

固定資産合計 24,530 27,301

資産合計 70,158 81,496



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 3,009 3,356

1年内返済予定の長期借入金 520 159

1年内償還予定の転換社債 － 9,609

未払費用 5,480 5,525

未払法人税等 445 530

賞与引当金 904 532

役員賞与引当金 54 81

返品調整引当金 759 1,322

繰延税金負債 13 －

その他 580 1,463

流動負債合計 11,767 22,579

固定負債   

長期借入金 － 560

退職給付引当金 105 79

役員退職慰労引当金 136 223

繰延税金負債 144 －

その他 306 401

固定負債合計 693 1,264

負債合計 12,461 23,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,172 10,172

資本剰余金 13,708 13,714

利益剰余金 34,842 37,904

自己株式 △663 △4,105

株主資本合計 58,060 57,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54 △1

為替換算調整勘定 △418 △32

評価・換算差額等合計 △364 △33

純資産合計 57,696 57,652

負債純資産合計 70,158 81,496



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 35,580

売上原価 11,148

売上総利益 24,432

返品調整引当金戻入額 563

差引売上総利益 24,995

販売費及び一般管理費 21,650

営業利益 3,345

営業外収益  

受取利息 138

受取配当金 12

不動産賃貸料 164

為替差益 31

その他 68

営業外収益合計 415

営業外費用  

支払利息 75

不動産賃貸費用 129

その他 13

営業外費用合計 217

経常利益 3,542

特別利益  

投資有価証券売却益 15

その他 0

特別利益合計 16

特別損失  

投資有価証券評価損 335

事業構造改善費用 182

減損損失 49

固定資産除売却損 34

事務所移転費用 21

特別損失合計 622

税金等調整前四半期純利益 2,935

法人税、住民税及び事業税 652

法人税等調整額 528

法人税等合計 1,180

四半期純利益 1,755



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,935

減価償却費 1,681

減損損失 49

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26

前払年金費用の増減額（△は増加） 94

受取利息及び受取配当金 △151

支払利息 75

投資有価証券評価損益（△は益） 335

事業構造改善費用 182

固定資産除売却損益（△は益） 34

売上債権の増減額（△は増加） 367

たな卸資産の増減額（△は増加） △377

仕入債務の増減額（△は減少） △226

その他 △473

小計 4,554

利息及び配当金の受取額 132

利息の支払額 △176

事業構造改善費用の支払額 △408

法人税等の支払額 △748

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,352

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 △4,600

有価証券の取得による支出 △15,991

有価証券の償還による収入 24,000

固定資産の取得による支出 △1,187

固定資産の売却による収入 308

その他 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,480

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 △141

転換社債の償還による支出 △9,609

自己株式の取得による支出 △26

配当金の支払額 △1,739

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,701

現金及び現金同等物の期首残高 20,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,992



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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） 

医薬品の製造・販売を中心とする「医薬品分野」以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

  

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） 

 （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 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……フランス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。  

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） 

 （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 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

欧州………………ドイツ・フランス 

その他の地域……中国・台湾・韓国・シンガポール 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高です。 

 当社は平成21年２月27日開催の取締役会決議に基づき、平成21年３月31日をもって自己株式6百万株の消却を

実施しました。それに伴い、自己株式34億68百万円、資本剰余金5百万円及び利益剰余金34億63百万円がそれぞ

れ減少しております。また、 平成21年３月30日開催の定時株主総会の決議による剰余金の配当に伴い、利益剰

余金が17億38百万円減少しております。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本剰余金が 百万円、利益剰余金が 百

万円、自己株式が 百万円となっております。 

（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〕

  
日本 

（百万円）

ドイツ 

（百万円）

その他の 

地域 

（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  31,060  4,055  465  35,580  －    35,580

(2）セグメント間の内部売上高又は 

    振替高 
 －  492  －  492 (492)  －

計  31,060  4,547  465  36,073 (492) 35,580

営業費用  27,812  4,358  571  32,742 (507)  32,235

営業利益又は営業損失（△）  3,247  189  △106  3,330  14  3,345

〔海外売上高〕

  
欧州 

（百万円） 

その他の地域

（百万円） 

計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  4,408  421  4,830

Ⅱ 連結売上高      35,580

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.4  1.2  13.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

137億8 348億42

6億63



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  36,736

Ⅱ 売上原価  11,928

売上総利益  24,808

返品調整引当金繰入額    207

差引売上総利益  24,601

Ⅲ 販売費及び一般管理費  21,874

営業利益  2,726

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息   251

２ 受取配当金   11

３ 不動産賃貸料   79

４ その他  59

  営業外収益合計  402

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息   211

２ 為替差損   156

３ 不動産賃貸費用   115

４ その他   55

  営業外費用合計  538

経常利益  2,590

Ⅵ 特別利益   

１ その他  0

  特別利益合計  0

Ⅶ 特別損失   

１ 事業構造改善費用  514

２ 本社移転費用  242

３ 固定資産除却売却損  33

４ 投資有価証券評価損  0

  特別損失合計  791

税金等調整前四半期純利益  1,798

法人税、住民税及び事業税  714

法人税等調整額  △4

少数株主損失（△）  △0

四半期純利益  1,089



前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（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

（平成20年12月期第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,798

減価償却費  1,813

退職給付引当金の増減額 △4,242

前払年金費用の増減額 △410

賞与引当金の増減額  713

受取利息及び受取配当金 △263

支払利息  211

事業構造改善費用  514

本社移転費用  242

投資有価証券評価損  0

売上債権の増減額  1,419

たな卸資産の増減額 △268

仕入債務の増減額 △101

その他  690

小計  2,118

利息及び配当金の受取額  254

利息の支払額 △245

本社移転費用支払額 △201

事業構造改善費用支払額 △488

法人税等の支払額 △38

法人税等の還付額  35

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,436

Ⅱ 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 △3,986

有価証券の償還による収入  3,500

固定資産の取得による支出 △1,416

固定資産の売却による収入  0

投資有価証券の取得による支出 △3,007

貸付による支出 △2

貸付金の回収による収入  14

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,907

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 △2,435

長期借入金の返済による支出 △196

自己株式の取得による支出 △1,100

自己株式取得目的のための
金銭の信託による支出 

△1,500

配当金の支払額 △1,344

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,576

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △10,044

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  37,391

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  27,347
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