
 

 

 

平成22年８月９日 
各 位 

株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品 

代 表 取 締 役 社 長  宇 野 正 晃 

（コード番号：3349 東証一部） 

問い合わせ先 専務取締役 

管理本部長 
小 野 幸 弘 

Ｔ Ｅ Ｌ 092－433－0660（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年５月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 

 平成21年10月９日に発表いたしました「平成22年５月期 第１四半期決算短信」につきまして、当社
が基幹システムを委託している国内大手システム会社の運用ミスによる在庫の過小計上が発覚し、下記
のとおり一部訂正がありましたのでお知らせいたします。 
 また、これに伴い、当該運用ミスの影響が及ぶ平成22年５月期に係る第２四半期、第３四半期決算短
信及び平成22年５月期決算短信についても訂正を行っております。 
  
 

記 
 
１． 訂正の理由 
 当社は、売価還元低価法の計算を含む基幹業務システムの開発・運用全般を国内大手システム会社に
委託しております。当社の平成22年５月期決算に関し、平成22年７月12日付けで決算短信を提出した
後、更に有価証券報告書作成に向けて期末および翌期首月の数値の整合性についても検証を続けていた
ところ、当社にて売価還元原価率の異常に気付きました。その原因について調査を進めた結果、当該委
託先のシステム会社の運用ミスにより、売価還元原価率計算の一部の項目について、平成21年６月中旬
から計算誤りが発生しており、結果的に在庫が過小に評価されていたことが発覚したものであります。 
 このため、当該計算誤りが影響する決算短信について訂正を行うものであります。 
   
２． 訂正を行う決算短信等 
当該計算誤りが影響する平成22年５月期に関する第１四半期決算短信、第２四半期決算短信、第３四
半期決算短信及び平成22年５月期決算短信の訂正を行うものであります。 
 
３． 訂正箇所 
訂正箇所については、＿を付して表示しております。 

 
 

以 上 
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平成22年5月期 第1四半期決算短信 
平成21年10月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 コスモス薬品 上場取引所 東 
コード番号 3349 URL http://www.cosmospc.co.jp
代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）宇野 正晃
問合せ先責任者 （役職名）専務取締役管理本部長 （氏名）小野 幸弘 TEL 092-433-0660
四半期報告書提出予定日 平成21年10月15日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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 ％

22年5月期第1四半期 51,547 19.5 1,899 47.0 2,102 42.7 1,144 271.7
21年5月期第1四半期 43,124 ― 1,292 ― 1,473 ― 308 ―

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

22年5月期第1四半期 57.82 ―
21年5月期第1四半期 15.56 ―

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

22年5月期第1四半期 66,301 20,843 31.4 1,052.68
21年5月期 64,894 19,993 30.8 1,009.77

（参考） 自己資本  22年5月期第1四半期  20,843百万円 21年5月期  19,993百万円

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

21年5月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年5月期 ―
22年5月期 
（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 95,300 12.5 2,540 7.7 2,900 4.4 1,510 50.9 76.26

通期 194,000 9.1 5,550 2.1 6,250 0.5 3,250 14.4 164.14
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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、３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、３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 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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） 22年5月期第1四半期 20,000,400株 21年5月期 20,000,400株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期 200,296株 21年5月期 200,296株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 19,800,104株 21年5月期第1四半期 19,800,104株
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平成22年5月期 第1四半期決算短信 
平成21年10月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 コスモス薬品 上場取引所 東 
コード番号 3349 URL http://www.cosmospc.co.jp
代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）宇野 正晃
問合せ先責任者 （役職名）専務取締役管理本部長 （氏名）小野 幸弘 TEL 092-433-0660
四半期報告書提出予定日 平成21年10月15日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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 ％

22年5月期第1四半期 51,547 19.5 2,273 75.9 2,476 68.1 1,354 339.8
21年5月期第1四半期 43,124 ― 1,292 ― 1,473 ― 308 ―

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

22年5月期第1四半期 68.42 ―
21年5月期第1四半期 15.56 ―

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

22年5月期第1四半期 66,675 21,053 31.6 1,063.28
21年5月期 64,894 19,993 30.8 1,009.77

（参考） 自己資本  22年5月期第1四半期  21,053百万円 21年5月期  19,993百万円

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

21年5月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年5月期 ―
22年5月期 
（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 95,300 12.5 2,540 7.7 2,900 4.4 1,510 50.9 76.26

通期 194,000 9.1 5,550 2.1 6,250 0.5 3,250 14.4 164.14

4



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、３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、３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 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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） 22年5月期第1四半期 20,000,400株 21年5月期 20,000,400株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期 200,296株 21年5月期 200,296株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 19,800,104株 21年5月期第1四半期 19,800,104株
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【訂正前】３ページ 
【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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の影響による企業業績の
悪化等で、非常に厳しい状況となりました。また、失業率の上昇など雇用情勢の悪化や将来に対す
る不安等の影響により、個人消費が伸び悩み、小売業界におきましても厳しい経営環境が続いてお
ります。 
このような状況の中、当社グループは消費者にとって最も近くて便利なドラッグストアを目指し
て力を注いでまいりました。特に価格に対する消費者の眼は厳しさを増しており、ディスカウント
こそ小売業の使命という認識に立ち、業務改革を続けてまいりました。 
新規出店につきましては、九州地区に10店舗、中国四国地区に４店舗、合計14店舗を開設いたし
ました。これにより、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、337店舗となりました。また、14店
舗の棚替・改装を行い、既存店の活性化を図ってまいりました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は515億47百万円（前年同期比19.5％増）、営業利
益は18億99百万円（前年同期比47.0％増）、経常利益は21億２百万円（前年同期比42.7％増）、四
半期純利益は11億44百万円（前年同期比271.7％増）となりました。 

 
【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 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の影響による企業業績の
悪化等で、非常に厳しい状況となりました。また、失業率の上昇など雇用情勢の悪化や将来に対す
る不安等の影響により、個人消費が伸び悩み、小売業界におきましても厳しい経営環境が続いてお
ります。 
このような状況の中、当社グループは消費者にとって最も近くて便利なドラッグストアを目指し
て力を注いでまいりました。特に価格に対する消費者の眼は厳しさを増しており、ディスカウント
こそ小売業の使命という認識に立ち、業務改革を続けてまいりました。 
新規出店につきましては、九州地区に10店舗、中国四国地区に４店舗、合計14店舗を開設いたし
ました。これにより、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、337店舗となりました。また、14店
舗の棚替・改装を行い、既存店の活性化を図ってまいりました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は515億47百万円（前年同期比19.5％増）、営業利
益は22億73百万円（前年同期比75.9％増）、経常利益は24億76百万円（前年同期比68.1％増）、四
半期純利益は13億54百万円（前年同期比339.8％増）となりました。 
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【訂正前】３ページ 
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、663億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ
て14億６百万円増加いたしました。この主な要因は、商品が７億42百万円、有形固定資産が８億69
百万円、敷金及び保証金並びに建設協力金が３億47百万円増加し、現金及び預金が８億32百万円減
少したこと等によるものであります。 
負債合計は、454億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億57百万円増加いたしました。
この主な要因は、買掛金が20億20百万円増加し、未払法人税等が６億68百万円、長期借入金及び１
年内返済予定の長期借入金が７億３百万円減少したこと等によるものであります。 
純資産は、208億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億49百万円増加いたしました。こ
の要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 
 

【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、666億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ
て17億80百万円増加いたしました。この主な要因は、商品が11億16百万円、有形固定資産が８億69
百万円、敷金及び保証金並びに建設協力金が３億47百万円増加し、現金及び預金が８億32百万円減
少したこと等によるものであります。 
負債合計は、456億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億21百万円増加いたしました。
この主な要因は、買掛金が20億20百万円増加し、未払法人税等が５億４百万円、長期借入金及び１
年内返済予定の長期借入金が７億３百万円減少したこと等によるものであります。 
純資産は、210億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億59百万円増加いたしました。こ
の要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 
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【訂正前】５ページ 
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21年５月31日) 

（資産の部）     
 流動資産     
  現金及び預金  13,368  14,201 
  売掛金  34  33 
  商品  17,098  16,355 
  貯蔵品  79  78 
  その他  2,685  2,436 
  貸倒引当金  －  △0 
  流動資産合計  33,267  33,105 
 固定資産     
  有形固定資産     
   建物及び構築物(純額)  14,363  13,075 
   土地  3,562  3,534 
   その他(純額)  1,937  2,383 
   有形固定資産合計  19,863  18,993 
  無形固定資産  428  430 
  投資その他の資産     
   敷金及び保証金  7,418  7,112 
   建設協力金  3,917  3,875 
   その他  1,406  1,376 
   投資その他の資産合計  12,741  12,364 
  固定資産合計  33,033  31,789 
 資産合計  66,301  64,894 
（負債の部）     
 流動負債     
  買掛金  30,910  28,890 
  1年内返済予定の長期借入金  2,449  2,549 
  未払法人税等  979  1,648 
  店舗閉鎖損失引当金  27  16 
  その他  3,583  3,807 
  流動負債合計  37,950  36,913 
 固定負債     
  長期借入金  5,746  6,350 
  退職給付引当金  192  184 
  その他  1,567  1,453 
  固定負債合計  7,507  7,987 
 負債合計  45,457  44,900 
（純資産の部）     
 株主資本     
  資本金  4,178  4,178 
  資本剰余金  4,610  4,610 
  利益剰余金  12,284  11,437 
  自己株式  △234  △234 
  株主資本合計  20,839  19,991 
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  (単位：百万円) 

 
当第１四半期 
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21年５月31日) 

 評価・換算差額等     
  その他有価証券評価差額金  3  1 
  評価・換算差額等合計  3  1 
 純資産合計  20,843  19,993 
負債純資産合計  66,301  64,894 

 

9



 

【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21年５月31日) 

（資産の部）     
 流動資産     
  現金及び預金  13,368  14,201 
  売掛金  34  33 
  商品  17,472  16,355 
  貯蔵品  79  78 
  その他  2,685  2,436 
  貸倒引当金  －  △0 
  流動資産合計  33,641  33,105 
 固定資産     
  有形固定資産     
   建物及び構築物(純額)  14,363  13,075 
   土地  3,562  3,534 
   その他(純額)  1,937  2,383 
   有形固定資産合計  19,863  18,993 
  無形固定資産  428  430 
  投資その他の資産     
   敷金及び保証金  7,418  7,112 
   建設協力金  3,917  3,875 
   その他  1,406  1,376 
   投資その他の資産合計  12,741  12,364 
  固定資産合計  33,033  31,789 
 資産合計  66,675  64,894 
（負債の部）     
 流動負債     
  買掛金  30,910  28,890 
  1年内返済予定の長期借入金  2,449  2,549 
  未払法人税等  1,144  1,648 
  店舗閉鎖損失引当金  27  16 
  その他  3,583  3,807 
  流動負債合計  38,114  36,913 
 固定負債     
  長期借入金  5,746  6,350 
  退職給付引当金  192  184 
  その他  1,567  1,453 
  固定負債合計  7,507  7,987 
 負債合計  45,621  44,900 
（純資産の部）     
 株主資本     
  資本金  4,178  4,178 
  資本剰余金  4,610  4,610 
  利益剰余金  12,494  11,437 
  自己株式  △234  △234 
  株主資本合計  21,049  19,991 
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  (単位：百万円) 

 
当第１四半期 
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21年５月31日) 

 評価・換算差額等     
  その他有価証券評価差額金  3  1 
  評価・換算差額等合計  3  1 
 純資産合計  21,053  19,993 
負債純資産合計  66,675  64,894 
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【訂正前】７ページ 
(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) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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

売上高  43,124  51,547 
売上原価  34,385  41,522 
売上総利益  8,738  10,024 
販売費及び一般管理費  7,446  8,124 
営業利益  1,292  1,899 
営業外収益     
 受取利息  31  25 
 受取手数料  43  68 
 不動産賃貸料  64  77 
 固定資産受贈益  42  37 
 その他  68  63 
 営業外収益合計  250  272 
営業外費用     
 支払利息  27  33 
 不動産賃貸原価  34  33 
 その他  7  2 
 営業外費用合計  69  69 
経常利益  1,473  2,102 
特別利益     
 固定資産売却益  2  0 
 特別利益合計  2  0 
特別損失     
 固定資産売却損  3  － 
 固定資産除却損  6  1 
 たな卸資産評価損  866  － 
 店舗閉鎖損失引当金繰入額  －  10 
 その他  1  － 
 特別損失合計  877  12 
税金等調整前四半期純利益  598  2,090 
法人税等  290  945 
四半期純利益  308  1,144 
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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) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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

売上高  43,124  51,547 
売上原価  34,385  41,148 
売上総利益  8,738  10,398 
販売費及び一般管理費  7,446  8,124 
営業利益  1,292  2,273 
営業外収益     
 受取利息  31  25 
 受取手数料  43  68 
 不動産賃貸料  64  77 
 固定資産受贈益  42  37 
 その他  68  63 
 営業外収益合計  250  272 
営業外費用     
 支払利息  27  33 
 不動産賃貸原価  34  33 
 その他  7  2 
 営業外費用合計  69  69 
経常利益  1,473  2,476 
特別利益     
 固定資産売却益  2  0 
 特別利益合計  2  0 
特別損失     
 固定資産売却損  3  － 
 固定資産除却損  6  1 
 たな卸資産評価損  866  － 
 店舗閉鎖損失引当金繰入額  －  10 
 その他  1  － 
 特別損失合計  877  12 
税金等調整前四半期純利益  598  2,464 
法人税等  290  1,109 
四半期純利益  308  1,354 
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【訂正前】８ページ 
(3) 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20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６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  598  2,090 
 減価償却費  270  404 
 退職給付引当金の増減額（△は減少）  7  8 
 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）  －  10 
 受取利息及び受取配当金  △31  △25 
 支払利息  27  33 
 固定資産売却損益（△は益）  0  △0 
 固定資産除却損  6  1 
 賃貸借契約解約損  1  － 
 売上債権の増減額（△は増加）  △0  △1 
 たな卸資産の増減額（△は増加）  1,076  △743 
 仕入債務の増減額（△は減少）  2,750  2,020 
 その他  △228  △547 
 小計  4,480  3,251 
 利息及び配当金の受取額  7  1 
 利息の支払額  △30  △33 
 法人税等の支払額  △1,019  △1,587 
 営業活動によるキャッシュ・フロー  3,438  1,631 
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  △1,884  △1,104 
 有形固定資産の譲渡による収入  171  160 
 建設協力金の支払による支出  △261  △123 
 建設協力金の回収による収入  64  71 
 敷金及び保証金の差入による支出  △178  △332 
 敷金及び保証金の回収による収入  22  17 
 その他  △21  △88 
 投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,087  △1,398 
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  △910  △703 
 ファイナンス・リース債務の返済による支出  －  △66 
 配当金の支払額  △197  △297 
 財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,108  △1,066 
現金及び現金同等物に係る換算差額  －  － 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  242  △832 
現金及び現金同等物の期首残高  10,045  14,201 
現金及び現金同等物の四半期末残高  10,288  13,368 
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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) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６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  598  2,464 
 減価償却費  270  404 
 退職給付引当金の増減額（△は減少）  7  8 
 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）  －  10 
 受取利息及び受取配当金  △31  △25 
 支払利息  27  33 
 固定資産売却損益（△は益）  0  △0 
 固定資産除却損  6  1 
 賃貸借契約解約損  1  － 
 売上債権の増減額（△は増加）  △0  △1 
 たな卸資産の増減額（△は増加）  1,076  △1,117 
 仕入債務の増減額（△は減少）  2,750  2,020 
 その他  △228  △547 
 小計  4,480  3,251 
 利息及び配当金の受取額  7  1 
 利息の支払額  △30  △33 
 法人税等の支払額  △1,019  △1,587 
 営業活動によるキャッシュ・フロー  3,438  1,631 
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  △1,884  △1,104 
 有形固定資産の譲渡による収入  171  160 
 建設協力金の支払による支出  △261  △123 
 建設協力金の回収による収入  64  71 
 敷金及び保証金の差入による支出  △178  △332 
 敷金及び保証金の回収による収入  22  17 
 その他  △21  △88 
 投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,087  △1,398 
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  △910  △703 
 ファイナンス・リース債務の返済による支出  －  △66 
 配当金の支払額  △197  △297 
 財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,108  △1,066 
現金及び現金同等物に係る換算差額  －  － 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  242  △832 
現金及び現金同等物の期首残高  10,045  14,201 
現金及び現金同等物の四半期末残高  10,288  13,368 
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