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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 3,699 ― 57 ― 117 ― 84 ―

20年12月期第3四半期 5,099 17.5 201 6.6 252 △4.6 163 △36.2

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 8.88 ―

20年12月期第3四半期 17.25 ―

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 6,120 3,635 59.2 383.17
20年12月期 6,881 3,628 52.5 381.75

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,624百万円 20年12月期  3,611百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年12月期 ― 3.00 ―

21年12月期 
（予想）

3.00 6.00

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 5,120 △25.1 77 △71.4 145 △54.7 91 △54.0 9.62
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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、４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、４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 

  業績予想等の将来に関する記述は、業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定および現時点における入手可能な情報を前提としており、実際の業
績等は様々な要因で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。 

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3四半期 10,000,000株 20年12月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  541,705株 20年12月期  541,705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  9,458,295株 20年12月期第3四半期  9,459,608株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による急激な不況から持ち直しの過程にありま

すが、生産、輸出とも水準事態は昨年秋の7割程度にとどまり、７月には過去最悪の失業率を記録するなど、再び景

気悪化に向かう二番底のリスクを払拭できないまま、総じて厳しい不況の中で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループ製品のユーザーである製造業界でも生産、販売とも大幅に減少し、その結

果当社グループ製品に対する需要も減退するなど、販売環境の悪化により、第３四半期連結累計期間の売上は、大き

く低迷しました。 

一方利益面では、人件費をはじめとする諸経費の削減および休業の実施等、コスト削減を徹底することにより、

生産高および売上高の減少による利益の悪化を最小限にとどめました。 

この結果当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,698,643千円、営業利益56,501千円、経常利益116,864千

円、また当四半期連結累計期間の純利益は84,018千円となりました。 

   

事業の種類別セグメントの概況は、以下の通りであります。 

  

（研磨布紙等製造販売事業） 

国内では鉄鋼ステンレス業界、自動車業界、および木工建材業界向けの売上は顧客企業の操業度低下により、商

社等の代理店向け売上は流通在庫の積み上がりにより、また中国、東南アジアを中心とする海外市場での売上も景況

の悪化に加え円高の影響により、いずれも大きく落ち込みました。 

この結果、売上高は2,957,772千円、営業利益は32,146千円となりました。 

  

（ＯＡ機材部材等製造販売事業） 

当社グループは、複写機、ファクシミリ、印刷機、ＡＴＭ等に組み込まれる各種紙送り用ローラーを受注生産し

ていますが、当該製品の海外への生産シフトに伴う現調達地化の進展および、不況によるこれら最終製品の設計変

更、製品生産高の減少により、売上は大きく落ち込みました。 

この結果、売上高は497,226千円、営業利益は35,354千円となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

株式会社ダイエーに賃貸している理研神谷ビルの賃貸収入による売上は243,645千円、営業利益は181,041千円と

なりました。 

  

  

（財政状態） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ760,557千円減少し、6,120,437千円になりまし

た。これは主に、売上の減少に伴い売上債権が409,083千円、棚卸資産が336,228千円減少したことによるものであり

ます。 

 負債は前連結会計年度末に比べ767,748千円減少し、2,485,499千円になりました。これは主に、仕入高の減少に伴

い仕入債務が417,203千円減少、約定返済が進んだことにより長短借入金が131,025千円減少、課税所得の減少により

未払法人税等が69,448千円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ7,191千円増加し、3,634,938千円になりました。   

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて127,611千円

（41.4％）増加し、435,832千円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、302,015千円の収入となりました。主な増加要因は、売上債権の減少 

 408,821千円、たな卸資産の減少335,838千円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少407,508千円、法人税等の支

 払額59,473千円であります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、9,962千円の収入となりました。主な増加要因は、貸付金の回収による 

 収入39,451千円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出17,442千円、出資金の払込による支出 

 7,281千円であります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、183,054千円の支出となりました。主な増加要因は、長期借入金による収

 入400,000千円であり、主な減少要因は、短期借入金の純減243,470千円、長期借入金の返済による支出280,555千円

 および配当金の支払56,193千円であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

3

理研コランダム㈱　(5395)　平成21年12月期　第３四半期決算短信



  

  

 当連結会計年度の景気動向については、一部の業種においては輸出、生産の底打ち感が見られるものの、製造業全

体では設備投資の低迷、雇用の過剰感から、依然として厳しい状況が続くものと考えております。加えて、産業消費

財である研磨布紙製品に関しては、主要顧客企業の生産・操業動向および当該企業における研磨工程に対するコスト

削減圧力の強まり等から判断し、需要回復に向かうにはなお相当の時間を要し、またその回復水準においても今次不

況以前の水準に比べ相当低位にとどまるものと考えざるを得ない状況となっております。 

 このような厳しい環境下にあって、当社グループでは、配置転換による新規顧客開拓をはじめとする営業力の強

化、需要動向予測による最適生産・最適在庫レベルに即応した工場間・工程間の柔軟な人員配置、さらに人件費を中

心とする諸コストの削減等、既に着手している諸施策を引き続き強力に推進することを通じ、収益の改善と業容の拡

大を図ってまいります。 

 なお、本年８月10日に公表しました平成21年12月期の業績予想に変更はありません。 

   

該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理 

（ⅰ）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、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基盤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）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、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・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。 

   

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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）および「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。 

  

 ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっていました

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） 

を適用し、主として移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく薄価切り下げの方法）により算定しており

ます。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

  

 ③「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」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存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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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

（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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 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）および「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よう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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が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、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

 （追加情報） 

 当社および国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 これによる損益への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 525,832 398,221

受取手形及び売掛金 994,392 1,403,475

商品及び製品 751,986 1,032,983

仕掛品 675,415 726,213

原材料及び貯蔵品 282,220 286,653

その他 105,244 159,645

貸倒引当金 △894 △1,434

流動資産合計 3,334,195 4,005,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,294,661 3,292,682

減価償却累計額 △2,295,524 △2,243,038

建物及び構築物（純額） 999,137 1,049,644

機械装置及び運搬具 1,583,792 1,587,060

減価償却累計額 △1,339,061 △1,291,573

機械装置及び運搬具（純額） 244,731 295,487

その他 618,485 579,236

減価償却累計額 △236,956 △223,253

その他（純額） 381,529 355,983

有形固定資産合計 1,625,397 1,701,114

無形固定資産 33,124 33,502

投資その他の資産   

その他 1,131,621 1,142,722

貸倒引当金 △3,900 △2,100

投資その他の資産合計 1,127,721 1,140,622

固定資産合計 2,786,242 2,875,238

資産合計 6,120,437 6,880,994
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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   

支払手形及び買掛金 582,514 999,717

短期借入金 108,150 358,620

1年内返済予定の長期借入金 538,640 392,040

未払法人税等 4,715 74,163

賞与引当金 － 55,500

その他 129,829 185,643

流動負債合計 1,363,848 2,065,683

固定負債   

長期借入金 738,160 765,315

修繕引当金 67,170 67,290

退職給付引当金 159,043 183,316

役員退職慰労引当金 73,469 115,463

長期預り金 50,000 50,000

その他 33,809 6,180

固定負債合計 1,121,651 1,187,564

負債合計 2,485,499 3,253,247

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 98,753 98,753

利益剰余金 3,133,169 3,105,901

自己株式 △104,398 △104,398

株主資本合計 3,627,524 3,600,256

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,081 54,748

繰延ヘッジ損益 △5,306 △8,668

為替換算調整勘定 △39,166 △35,675

評価・換算差額等合計 △3,391 10,405

少数株主持分 10,805 17,086

純資産合計 3,634,938 3,627,747

負債純資産合計 6,120,437 6,880,994
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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 3,698,643

売上原価 2,898,118

売上総利益 800,525

販売費及び一般管理費 744,024

営業利益 56,501

営業外収益  

持分法による投資利益 30,856

助成金収入 30,195

その他 33,296

営業外収益合計 94,347

営業外費用  

支払利息 29,487

その他 4,497

営業外費用合計 33,984

経常利益 116,864

特別損失  

固定資産除却損 140

特別損失合計 140

税金等調整前四半期純利益 116,724

法人税、住民税及び事業税 3,622

法人税等還付税額 △11,582

法人税等調整額 46,947

法人税等合計 38,987

少数株主損失（△） △6,281

四半期純利益 84,018
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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 116,724

減価償却費 117,677

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,272

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,260

修繕引当金の増減額（△は減少） △120

受取利息及び受取配当金 △19,638

受取商標使用料 △4,658

支払利息 29,487

為替差損益（△は益） 900

持分法による投資損益（△は益） △30,856

固定資産除却損 140

売上債権の増減額（△は増加） 408,821

たな卸資産の増減額（△は増加） 335,838

仕入債務の増減額（△は減少） △407,508

その他 △71,746

小計 354,554

利息及び配当金の受取額 31,108

利息の支払額 △29,107

商標使用料の受取額 4,933

法人税等の支払額 △59,473

営業活動によるキャッシュ・フロー 302,015

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 △17,442

出資金の払込による支出 △7,281

貸付けによる支出 △4,766

貸付金の回収による収入 39,451

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,962

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） △243,470

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △280,555

配当金の支払額 △56,193

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,836

財務活動によるキャッシュ・フロー △183,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,611

現金及び現金同等物の期首残高 308,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 435,832
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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 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品および役務の名称  

     提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

   「定性情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産について 

  は、従来、主として移動平均法による原価法によっていましたが、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）を適用し、主として移動平均法による原 

  価法（収益性の低下に基づく薄価切下げの方法）により算定しております。 

   これによる損益への影響は軽微であります。 

  

 （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） 

   「定性情報・財務諸表等」４（３）③に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作 

  成における存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。 

   これによる損益に与える影響はありません。 

  

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

   「定性情報・財務諸表等」４（３）④に記載のとおり、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）)および

  「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よう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。 

   これによる損益への影響は軽微であります。  

  

（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〕

  

研磨布紙 
等製造販売 

事業 
（千円） 

ＯＡ器材
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産
賃貸事業 
（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  2,957,772  497,226  243,645  3,698,643 －  3,698,643

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計  2,957,772  497,226  243,645  3,698,643 －  3,698,643

営業利益  32,146  35,354  181,041  248,541  △192,040  56,501

事業区分 主要な製品および役務

研磨布紙等 

製造販売事業 
研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト等 

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等 

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸 
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３  「定性情報・財務諸表等」４（３）追加情報に記載のとおり、当社および国内連結子会社の機械装置の耐

  用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、改正後の法

  人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

   これによる損益への影響は軽微であります。   

  

 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）    

  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％超であるため、所在地別セグメント情 

 報の記載を省略しております。   

  

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1)アジア・・・中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール 

  (2)その他の地域・・・北米  

 ３．海外売上高は、当社およ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。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

     アジア  その他の地域     計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）    410,088   38,521   448,609

 Ⅱ 連結売上高（千円）       3,698,643

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）   11.1   1.0   12.1

（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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「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（千円）

Ⅰ 売上高  5,099,488

Ⅱ 売上原価  3,963,240

売上総利益  1,136,248

Ⅲ 販売費及び一般管理費  934,878

営業利益  201,370

Ⅳ 営業外収益  93,691

Ⅴ 営業外費用  43,132

経常利益  251,929

Ⅵ 特別利益  687

Ⅶ 特別損失  9,418

税金等調整前四半期純利益  243,198

 法人税、住民税及び事業税  102,644

 法人税等調整額 △21,464

 少数株主利益 △1,199

四半期純利益  163,217
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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（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利益  243,198

 減価償却費  125,827

 退職給付引当金の減少額 △14,224

 役員退職慰労引当金の増加額  3,517

 賞与引当金の増減額  66,000

 貸倒引当金の減少額 △721

 修繕引当金の増減額 △6,991

 受取利息及び受取配当金 △20,637

 受取商標使用料 △5,887

 支払利息  28,347

 持分法による投資利益 △58,362

 為替差損益（△は差損）  1,918

 固定資産除却損  9,418

 売上債権の減少額 △161,192

 たな卸資産の増加額 △151,780

 仕入債務の増減額（△は減少額）   29,236

 破産更生債権の増減額（△は増加額） △17

 その他  △64,799

小計  22,851

 利息及び配当金の受取額  14,377

 利息の支払額 △28,082

 受取商標使用料  5,228

 法人税等の支払額 △150,529

営業活動によるキャッシュ・フロー △136,155

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 投資有価証券の取得による支出 △10,302

 有形固定資産の取得による支出 △94,325

 貸付による支出 △160,500

 貸付金の回収による収入  23,545

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,582
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第3四半期） 

区分 金額（千円）

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（△は純減少額） △16,271

 長期借入金による収入  750,000

 長期借入金の返済による支出 △306,115

 自己株式の取得による支出 △466

 配当金の支払額 △56,285

財務活動によるキャッシュ・フロー  370,863

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,835

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △10,709

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  389,340

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  378,631
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