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 平成 22 年３月 15 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス 
代表者名 代表取締役社長 三宅 鐵宏 
（コード番号 2372 東証第一部） 
問合せ先  
役 職 取締役 財経本部担当 

氏 名 小島 修一 
電 話 03-5436-3148 

 
 

（訂正）「平成21年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は平成22年３月12日付「過年度決算の訂正に関するお知らせ」を公表いたしましたとおり、

その具体的な訂正内容が確定いたしましたので別添のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表

示しております。 

 

記 

１. 訂正を行う平成21年３月期 第１四半期決算短信について 

決算期：平成21年３月期 第１四半期（平成20年４月１日～６月30日） 

公表日：平成20年８月５日 

 

以 上 
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平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

１ページ 

【訂正前】 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 
(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３月期第１四半期 3,515 － △8 － 3 － △24 －
20年３月期第１四半期 3,058 3.8 △393 － △394 － △642 －

 

 
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３月期第１四半期 △26 21 －
20年３月期第１四半期 △686 72 －

 

【訂正後】 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 
(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３月期第１四半期 3,515 － 36 － 48 － 22 －
20年３月期第１四半期 3,058 3.8 △348 － △349 － △615 －

 

 
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３月期第１四半期 24 32 －
20年３月期第１四半期 △658 30 －

 

１ページ 

【訂正前】 
(2) 連結財政状態 

 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３月期第１四半期 26,313 14,341 54.2 15,249 51
20年３月期 26,763 14,436 53.6 15,351 59

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 14,260百万円 20年３月期 14,355百万円 

 

【訂正後】 
(2) 連結財政状態 

 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３月期第１四半期 26,008 13,755 52.6 14,623 54
20年３月期 26,459 13,803 52.2 14,675 08

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 13,675百万円 20年３月期 13,723百万円 
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２ページ 

【訂正前】 

【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 

中略 

このような状況下におきまして、当社グループでは、SMO事業を核とした統合ヘルスケア事業ネッ

トワークの構築を企業目的とし、主軸であるSMO事業での事業拡大及び安定収益基盤の確立に加えて、

そのノウハウを活用したオリジナルブランド商品の販売及びヘルスケアの分野全体を対象とした事

業へ取り組みつつ、サービス・製品・商品の抜本的な見直しを推進してまいりました。この結果、

当第１四半期連結累計期間の売上高は3,515百万円（前年同期比14.9％増）となりました。利益面に

つきましては、前年同期と比較して大幅な改善傾向にあるものの、のれんの償却額72百万円の影響

により、営業損失は８百万円（前年同期は営業損失393百万円）、経常利益は３百万円（前年同期は

経常損失394百万円）、四半期純損失は24百万円（前年同期は四半期純損失642百万円）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。 

 

①SMO事業 

当事業におきましては、製薬企業における活発な研究開発が継続するなか、第Ⅰ相から第Ⅳ相

までの総合的な臨床試験支援体制の整備を進めたことで受注案件が順調に進捗しました。特に第

Ⅰ相の臨床試験が堅調に推移した結果、売上高は808百万円（前年同期比25.4％増）、営業利益は

166百万円（前年同期比244.2％増）となりました。 

 

中略 

 

【訂正後】 

【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 

中略 

このような状況下におきまして、当社グループでは、SMO事業を核とした統合ヘルスケア事業ネッ

トワークの構築を企業目的とし、主軸であるSMO事業での事業拡大及び安定収益基盤の確立に加えて、

そのノウハウを活用したオリジナルブランド商品の販売及びヘルスケアの分野全体を対象とした事

業へ取り組みつつ、サービス・製品・商品の抜本的な見直しを推進してまいりました。この結果、

当第１四半期連結累計期間の売上高は3,515百万円（前年同期比14.9％増）となりました。利益面に

つきましては、前年同期と比較して大幅な改善傾向にあり、営業利益は36百万円（前年同期は営業

損失348百万円）、経常利益は48百万円（前年同期は経常損失349百万円）、四半期純利益は22百万

円（前年同期は四半期純損失615百万円）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。 
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①SMO事業 

当事業におきましては、製薬企業における活発な研究開発が継続するなか、第Ⅰ相から第Ⅳ相

までの総合的な臨床試験支援体制の整備を進めたことで受注案件が順調に進捗しました。特に第

Ⅰ相の臨床試験が堅調に推移した結果、売上高は808百万円（前年同期比37.4％増）、営業利益は

211百万円（前年同期比236.1％増）となりました。 

 

中略 

 

４ページ 

【訂正前】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は26,313百万円（前連結会計年度比1.7％減）とな

りました。これは、配当金の支払等により現金及び預金が679百万円減少したことによるものです。 

負債は11,971百万円（前連結会計年度比2.9％減）となりました。これは、短期借入金が438百

万円減少したこと等によるものです。 

純資産は14,341百万円（前連結会計年度比0.7％減）となりました。これは、利益剰余金が118

百万円減少したこと等によるものです。 

 

【訂正後】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は26,008百万円（前連結会計年度比1.7％減）とな

りました。これは、配当金の支払等により現金及び預金が679百万円減少したことによるものです。 

負債は12,252百万円（前連結会計年度比3.2％減）となりました。これは、短期借入金が438百

万円減少したこと等によるものです。 

純資産は13,755百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。これは、利益剰余金が70百

万円減少したこと等によるものです。 

 

５ページ 

【訂正前】 

４．その他 

中略 

 (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 会計基準等の改正に伴う変更 

中略 

２. 当連結会計年度より「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（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。 
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 これにより、売上総利益、経常利益はそれぞれ11百万円減少しており、また、営業利益、税

金等調整前四半期純利益もそれぞれ11百万円減少し、営業損失、税金等調整前四半期純損失と

なっております。 

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。 

 

【訂正後】 

４．その他 

中略 

 (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 会計基準等の改正に伴う変更 

中略 

２. 当連結会計年度より「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（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。 

 これにより、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ11百

万円減少しております。 

 なお、セグメントに与える影響は当該箇所に記載しております。 

中略 
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７ページ 

【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：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,056  2,736

  受取手形及び売掛金 3,040  2,947

  営業貸付金 5,696  5,533

  商品 911  818

  製品 280  245

  原材料 161  114

  仕掛品 443  408

  販売用不動産 2,662  2,656

  その他 2,707  2,759

  貸倒引当金 △358  △510

  流動資産合計 17,576  17,710

 固定資産  

  有形固定資産 4,307  4,388

  無形固定資産 832  902

  投資その他の資産 3,997  4,011

  貸倒引当金 △399  △249

  固定資産合計 8,736  9,052

 資産合計 26,313  26,763

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,421  1,256

  短期借入金 7,011  7,449

  その他 2,270  2,473

  流動負債合計 10,703  11,179

 固定負債  

  退職給付引当金 411  401

  その他 857  746

  固定負債合計 1,268  1,147

 負債合計 11,971  12,327

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金 7,577  7,577

  利益剰余金 431  549

  株主資本合計 14,294  14,412

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △34  △57

  評価・換算差額等合計 △34  △57

 少数株主持分 80  80

 純資産合計 14,341  14,436

負債純資産合計 26,313  26,763
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【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：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,056  2,736

  受取手形及び売掛金 3,040  2,949

  営業貸付金 5,696  5,533

  商品 911  818

  製品 280  245

  原材料 161  114

  仕掛品 443  408

  販売用不動産 2,662  2,656

  その他 2,657  2,679

  貸倒引当金 △358  △510

  流動資産合計 17,552  17,632

 固定資産  

  有形固定資産 4,046  4,128

  無形固定資産 832  902

  投資その他の資産 3,987  4,055

  貸倒引当金 △409  △259

  固定資産合計 8,455  8,826

 資産合計 26,008  26,459

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,421  1,256

  短期借入金 7,011  7,449

  その他 2,551  2,802

  流動負債合計 10,984  11,507

 固定負債  

  退職給付引当金 411  401

  その他 857  746

  固定負債合計 1,268  1,147

 負債合計 12,252  12,655

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 6,286  6,286

  資本剰余金 7,577  7,577

  利益剰余金 △154  △83

  株主資本合計 13,709  13,780

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △34  △57

  評価・換算差額等合計 △34  △57

 少数株主持分 80  80

 純資産合計 13,755  13,803

負債純資産合計 26,008  26,459
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８ページ 

【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:百万円) 

  
当第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) 

売上高  3,515

売上原価  2,419

売上総利益  1,096

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  281

 その他  823

 販売費及び一般管理費合計  1,104

営業損失（△）  △8

営業外収益  

 受取利息  13

 受取配当金  1

 その他  29

 営業外収益合計  44

営業外費用  

 支払利息  31

 その他  1

 営業外費用合計  32

経常利益  3

特別利益  

 貸倒引当金戻入益  0

 その他  0

 特別利益合計  0

特別損失  

 固定資産除却損  2

 前期損益修正損  1

 その他  0

 特別損失合計  4

税金等調整前四半期純損失（△）  △0

法人税、住民税及び事業税  10

法人税等調整額  13

法人税等合計  23

少数株主利益  0

四半期純損失（△）  △24
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【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:百万円) 

  
当第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) 

売上高  3,515

売上原価  2,419

売上総利益  1,096

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  281

 その他  778

 販売費及び一般管理費合計  1,059

営業損失（△）  36

営業外収益  

 受取利息  13

 受取配当金  1

 その他  29

 営業外収益合計  44

営業外費用  

 支払利息  31

 その他  1

 営業外費用合計  32

経常利益  48

特別利益  

 貸倒引当金戻入益  0

 雑収入  2

 その他    0

 特別利益合計  3

特別損失  

 固定資産除却損  2

 前期損益修正損  1

 その他  0

 特別損失合計  4

税金等調整前四半期純利益  46

法人税、住民税及び事業税  10

法人税等調整額  13

法人税等合計  23

少数株主利益  0

四半期純利益  22
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９ページ 

【訂正前】 

 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 (単位:百万円) 

  
当第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) 

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（△）  △0

 減価償却費  133

 のれん償却額  72

 受取利息及び受取配当金  △14

 支払利息  31

 売上債権の増減額(△は増加)  △92

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △215

 仕入債務の増減額(△は減少)  166

 賞与引当金の増減額(△は減少)  82

 営業貸付金の増減額(△は増加)  △163

 その他  △560

 小計  △560

 利息及び配当金の受取額  12

 利息の支払額  △32

 法人税等の支払額  △27

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △608

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  △39

 無形固定資産の取得による支出  △23

 貸付金の回収による収入  299

 その他  3

 投資活動によるキャッシュ・フロー  240

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)  △213

 長期借入金の返済による支出  △33

 配当金の支払額  △65

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △311

現金及び現金同等物に係る換算差額  0

現金及び現金同等物の増減額(△は減
少) 

 △680

現金及び現金同等物の期首残高  2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,574
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【訂正後】 

 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 (単位:百万円) 

  
当第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) 

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（△）  46

 減価償却費  133

 のれん償却額  72

 受取利息及び受取配当金  △14

 支払利息  31

 売上債権の増減額(△は増加)  △92

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △215

 仕入債務の増減額(△は減少)  166

 賞与引当金の増減額(△は減少)  82

 営業貸付金の増減額(△は増加)  △163

 その他  △607

 小計  △560

 利息及び配当金の受取額  12

 利息の支払額  △32

 法人税等の支払額  △27

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △608

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  △39

 無形固定資産の取得による支出  △23

 貸付金の回収による収入  299

 その他  3

 投資活動によるキャッシュ・フロー  240

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)  △213

 長期借入金の返済による支出  △33

 配当金の支払額  △65

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △311

現金及び現金同等物に係る換算差額  0

現金及び現金同等物の増減額(△は減
少) 

 △680

現金及び現金同等物の期首残高  2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,574
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10ページ 

【訂正前】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(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 

645 269  102 1,036 950 54 3,058  －  3,058 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 19  42 － 2 10 75  （75） － 

計 645 288  145 1,036 953 65 3,134  （75） 3,058 

営業利益又は営
業損失（△） 

48 △18  15 △105 △183 △12 △256  （136） △393 

 

当第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） 

 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(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 

808 374  102 992 1,045 192 3,515  －  3,515 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 16  26 0 1 1 46  （46） － 

計 808 390  128 992 1,047 193 3,562  （46） 3,515 

営業利益又は営
業損失（△） 

166 64  16 △8 △39 10 210  （218） △8 

（注） 当第１四半期連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が11百万円

減少しております。 
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【訂正後】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(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 

645 269  102 1,036 950 54 3,058  －  3,058 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 19  42 － 2 10 75  （75） － 

計 645 288  145 1,036 953 65 3,134  （75） 3,058 

営業利益又は営
業損失（△） 

92 △18  15 △103 △183 △13 △211  （136） △348 

 

当第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） 

 

 
SMO事業

(百万円)

メディカ
ルサポー
ト事業 

(百万円) 

人材コン
サルティ
ング事業

(百万円)

医薬品等
の販売事

業 

(百万円)

医薬品等
の製造販
売事業

(百万円)

その他の
事業 

(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 

808 374  102 992 1,045 192 3,515  －  3,515 

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

0 16  26 0 1 1 46  （46） － 

計 808 390  128 992 1,047 193 3,562  （46） 3,515 

営業利益又は営
業損失（△） 

211 64  16 △8 △39 10 255  （218） 36 

（注） 当第１四半期連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が11百万円

減少しております。 
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11ページ 

【訂正前】 

「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書             （単位：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 3,058

Ⅱ 売上原価 2,284

   売上総利益 774

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,168

   営業損失(△) △393

営業外収益 31

営業外費用 32

   経常損失(△) △394

特別利益 15

特別損失 272

   税金等調整前四半期純損失(△) △651

   法人税、住民税及び事業税 31

   少数株主損失(△) △40

   四半期純損失(△) △642

 

 

 

【訂正後】 

「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書             （単位：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 3,058

Ⅱ 売上原価 2,284

   売上総利益 774

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,123

   営業損失(△) △348

営業外収益 31

営業外費用 32

   経常損失(△) △349

特別利益 17

特別損失 272

   税金等調整前四半期純損失(△) △603

   法人税、住民税及び事業税 48

   少数株主損失(△) △40

   四半期純損失(△) △615
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12ページ 

【訂正前】 

「参考資料」 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書      （単位：百万円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

区 分 金 額 

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(△) △651 

 売上債権の増減額 417 

 営業貸付金の増減額 △523 

 仕入債務の増減額 △105 

 前受金の増減額 222 

 その他 546 

    小計 △92 

 法人税等の支払額 △136 

 その他 △10 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △239 

Ⅱ 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 △1,349 

 有形固定資産の取得による支出 △176 

 有形固定資産の売却による収入 614 

 その他 △52 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △963 

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 237 

 長期借入金の返済による支出 △1 

 その他 △65 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 170 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,031 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,400 

  

  

 



― 16 ― 

 

【訂正後】 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書      （単位：百万円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

区 分 金 額 

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(△) △603 

 売上債権の増減額 417 

 営業貸付金の増減額 △523 

 仕入債務の増減額 △105 

 前受金の増減額 222 

 その他 395 

    小計 △195 

 法人税等の支払額 △23 

 その他 △20 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △239 

Ⅱ 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 △1,349 

 有形固定資産の取得による支出 △176 

 有形固定資産の売却による収入 614 

 その他 △51 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △963 

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 237 

 長期借入金の返済による支出 △1 

 その他 △65 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 170 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,032 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,400 

  

  

 




