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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 116,531 △7.4 1,386 △1.1 1,162 △8.2 △365 ―
22年3月期第2四半期 125,869 △14.3 1,401 △66.0 1,266 △67.0 △237 ―

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

23年3月期第2四半期 △3.82 ―
22年3月期第2四半期 △2.48 ―

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

23年3月期第2四半期 200,684 76,459 37.5 784.30
22年3月期 218,066 76,927 34.6 787.12

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  75,264百万円 22年3月期  75,494百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 7.50 ― 2.50 10.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 280,000 3.3 9,000 26.7 8,200 18.5 3,600 △0.7 37.51



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 109,663,524株 22年3月期  109,663,524株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  13,699,099株 22年3月期  13,751,309株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  95,729,403株 22年3月期2Q  95,912,517株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、各種政策の効果などを背景に自律的な回復に向けた兆しもみられる

ものの、一方で海外景気の下振れ懸念や為替レートの変動、デフレの影響といったリスク要因を抱えております。

情報サービス市場においても、企業の情報システムへの投資意欲は改善しつつあるものの、依然として「先送

り」、「予算削減」、および「投資対効果（ROI）の高い内容への限定」など慎重な姿勢が続いていることから、

厳しい経営環境が続いております。 

このような環境において、日本ユニシスグループは、お客さまと価値を共有するという経営コンセプト

（U&U®：Users&Unisys）のもと、「サービスビジネス企業への変革」という将来ビジョンを掲げ、この実現に向

け、「ICT（Information and Communication Technology）事業の推進強化」と「安定収益型ビジネスの強化」、

および「企業体質の強化」を重点施策として取り組んでおります。 

  

 「ICT事業の推進強化」および「安定収益型ビジネスの強化」に関しては、継続的・安定的な収益に繋がるICT事

業の拡大に向け、ICTサービス部門の販売推進体制を増強し、案件の提案数を増やしております。併せて次のよう

な新たなサービスを開発し、サービスや商品の更なる強化を図っております。 

 ・当社の得意分野である手形管理業務のノウハウを活かし、国内で初めて手形管理システムをSaaS化した「手形

管理システムサービス」を全国の地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、農協関連などの金融機関向

けに提供開始。 

 ・ドライブレコーダーを活用したクラウド型「無事故プログラムDR®」サービスのオプションとして、事業用自

動車の飲酒運転ゼロの目標達成を支援する「アルコールチェッカーサービス」を提供開始。本サービスは、

「アルコールチェッカー単体提供サービス」、「クラウド型IT点呼サービス」、「クラウド型なりすまし防止

サービス」の3つのサービスから構成されております。 

既存アウトソーシング事業については、次世代オープン勘定系システム『BankVision® 』が、各地方銀行で順調

に稼働しております。引き続き、さらなる受注拡大を目指して、販売活動に注力しております。 

また、当社が運営する北海道信金アウトソーシングセンター内に、信用金庫の後方事務を集中処理する「事務

集中センター」を新たに開設し、為替振込におけるエントリー事務を受託する「為替アウトソーシングサービス」

の提供を開始しました。本サービスを皮切りに、信用金庫のIT投資 適化と業務変革を支援する総合アウトソーシ

ングサービスをさらに展開していきます。 

  

「企業体質の強化」に関しては、本年4月に営業とSEの組織を一体化したことにより、提案機会の増加及び提案ス

ピードの向上が図られております。また、当第2四半期連結累計期間も引き続き、業務改革による低コスト構造の

実現に取り組んでおります。 

    

 当第2四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高はサービス売上を中心に減少した結果、売上高合

計は1,165億31百万円（前年同期比7.4%減少）となりました。 

 利益面につきましては、売上高減少にともない売上総利益が減少したものの、コスト圧縮により販売費及び一般

管理費が減少した結果、営業利益は13億86百万円(前年同四半期比1.1%減少)、経常利益は11億62百万円(前年同四

半期比8.2%減少)、四半期純損益は3億65百万円の損失(前年同四半期は2億37百万円の損失)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売掛金の減少等により、前連結会計年度末比173億82百万

円減少の2,006億84百万円となりました。 

 負債につきましては、買掛金の減少、借入金の返済等により前連結会計年度末比169億14百万円減少の1,242億25

百万円となりました。 

 純資産につきましては、764億59百万円となり、自己資本比率は37.5％と、前連結会計年度末比2.9ポイント改善

いたしました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

 現金及び現金同等物(以下、「資金」という)につきましては、営業活動により得られた資金をもとに、アウトソ

ーシング用ソフトウェア開発に対する投資および借入金の返済を実施いたしました。 

 その結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末比8億4百万円減少の246億

56百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動により得られた資金は、123億38百万円（前年同四半期比30億91百万円収入増）となりました。これは

主に、仕入債務の支払による支出75億99百万円（前年同四半期比5億12百万円支出増）、売上債権の回収による収

入202億27百万円（前年同四半期比50億71百万円収入増）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) 

 投資活動により支出した資金は、53億79百万円（前年同四半期比8億10百万円支出減）となりました。これは主

に、営業用コンピュータ等の有形固定資産の取得による支出13億45百万円（前年同四半期比62百万円支出減）、お

よびアウトソーシング用ソフトウェア開発投資を中心とした無形固定資産の取得による支出37億80百万円（前年同

四半期比5億99百万円支出減）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) 

 財務活動により支出した資金は、77億63百万円（前年同四半期比14億20百万円支出減）となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出55億49百万円（前年同四半期比9億20百万円支出増）、およびコマーシャル・ペ

ーパーの償還等による支出10億円（前年同四半期比30億円支出減）等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年5月10日発表の連結業績予想から変更はございません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(会計方針の変更) 

 第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）お

よび「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業利益および経常利益は88百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は537百万円増加しており 

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,485百万円であります。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成22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22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,656 25,461

受取手形及び売掛金 50,022 70,249

有価証券 24 30

商品及び製品 5,726 6,424

仕掛品 4,571 2,295

原材料及び貯蔵品 188 187

繰延税金資産 5,666 8,207

その他 10,254 8,221

貸倒引当金 △241 △285

流動資産合計 100,869 120,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,747 3,980

機械装置及び運搬具（純額） 7,568 8,621

その他（純額） 4,683 4,772

有形固定資産合計 16,999 17,373

無形固定資産   

のれん 4,372 3,517

ソフトウエア 24,182 24,312

その他 66 64

無形固定資産合計 28,621 27,894

投資その他の資産   

投資有価証券 13,756 13,719

繰延税金資産 21,173 18,712

前払年金費用 7,437 7,812

その他 12,332 12,213

貸倒引当金 △505 △452

投資その他の資産合計 54,194 52,005

固定資産合計 99,815 97,273

資産合計 200,684 218,066
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成22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22年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,808 23,403

短期借入金 5,700 5,700

1年内返済予定の長期借入金 20,018 16,652

コマーシャル・ペーパー 8,000 9,000

未払法人税等 623 1,395

事業構造改革損失引当金 1,021 2,609

その他の引当金 643 1,404

その他 26,348 27,626

流動負債合計 78,163 87,790

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 20,621 29,449

繰延税金負債 732 659

退職給付引当金 1,319 1,347

その他の引当金 136 86

資産除去債務 1,500 －

負ののれん 31 38

その他 1,720 1,765

固定負債合計 46,061 53,348

負債合計 124,225 141,139

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,483 5,483

資本剰余金 15,281 15,475

利益剰余金 73,664 75,148

自己株式 △18,140 △19,260

株主資本合計 76,288 76,846

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △951 △1,365

繰延ヘッジ損益 △72 13

評価・換算差額等合計 △1,023 △1,352

新株予約権 806 790

少数株主持分 388 642

純資産合計 76,459 76,927

負債純資産合計 200,684 218,066

－ 5 －

日本ユニシス㈱（8056）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第2四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月1日 

  至 平成22年9月30日) 

売上高 125,869 116,531

売上原価 92,807 85,496

売上総利益 33,062 31,035

販売費及び一般管理費 31,660 29,648

営業利益 1,401 1,386

営業外収益   

受取利息 76 46

受取配当金 188 108

その他 209 161

営業外収益合計 474 316

営業外費用   

支払利息 540 499

その他 68 40

営業外費用合計 609 540

経常利益 1,266 1,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 294 －

新株予約権戻入益 65 37

過年度消費税修正額 － 27

その他 22 13

特別利益合計 381 78

特別損失   

固定資産除売却損 43 5

投資有価証券評価損 652 809

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 448

貸倒引当金繰入額 7 2

その他 439 41

特別損失合計 1,142 1,307

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

506 △67

法人税、住民税及び事業税 631 505

法人税等調整額 336 △77

法人税等合計 967 428

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △495

少数株主損失（△） △223 △129

四半期純損失（△） △237 △365
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成22年4月1日 

  至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

506 △67

減価償却費 6,739 6,721

のれん償却額 107 121

負ののれん償却額 △7 △35

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 448

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 △28

事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） △1,948 △1,588

その他の引当金の増減額（△は減少） △486 △702

受取利息及び受取配当金 △265 △155

支払利息 540 499

売上債権の増減額（△は増加） 15,155 20,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,159 △1,578

仕入債務の増減額（△は減少） △7,087 △7,599

その他 1,755 △2,553

小計 11,859 13,710

利息及び配当金の受取額 270 157

利息の支払額 △553 △514

法人税等の支払額 △2,330 △1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,246 12,338

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 △30 －

有価証券の売却による収入 － 30

有形固定資産の取得による支出 △1,407 △1,345

有形固定資産の売却による収入 26 12

無形固定資産の取得による支出 △4,380 △3,780

投資有価証券の取得による支出 △505 △353

投資有価証券の売却による収入 8 45

その他 98 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,190 △5,379

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） △2,185 －

長期借入れによる収入 2,500 87

長期借入金の返済による支出 △4,628 △5,549

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 △1,000

自己株式の取得による支出 △0 △875

配当金の支払額 △718 △239

少数株主への配当金の支払額 △5 △6

その他 △145 △179

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,184 △7,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,087 △804

現金及び現金同等物の期首残高 36,046 25,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,958 24,656
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該当事項はありません。 

  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、グループの総合力を 大限に活かし、顧客企業の経営課題の認識から解決に至るまでの一貫したＩＴソ

リューションサービスを提供しており、ＩＴソリューションサービスを構成する製品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社はＩＴソリューションサービスを構成する製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「システムサービス」、「サポートサービス」、「アウトソーシング」、「ネットマークスサービス」、「ソ

フトウェア」および「ハードウェア」の6つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの内容は、以下のとおりであります。 

  

・「システムサービス」 ソフトウェアの請負開発業務、ＳＥサービス、コンサルティング 

・「サポートサービス」 ソフトウェア・ハードウェアの保守サービス、導入支援等 

・「アウトソーシング」 情報システムの運用受託等 

・「ネットマークスサービス」 ネットワークシステム構築全般 

・「ソフトウェア」 ソフトウェアの使用許諾契約によるソフトウェアの提供 

・「ハードウェア」 機器の売買契約、賃貸借契約によるハードウェアの提供 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注1）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、印刷業等を含んでおります。 

（注2）セグメント利益の調整額△29,648百万円は、開発費△2,625百万円、のれんの償却額△121百万円、各報告 

セグメントに配賦していない販売費及び一般管理費△26,901百万円であります。 

（注3）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3

月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年3月21日）を適用しております。 

  

  

  

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）セグメント情報

 当第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）          （単位：百万円） 

  

報告セグメント

その他

（注1） 
合計 

調整額 

(注2) 

四半期 

連結損益

計算書 

計上額 

(注3) 

システ
ムサー
ビス 

サポ
ート
サー
ビス 

アウト
ソーシ
ング 

ネット
マーク
スサー
ビス 

ソフト
ウェア

ハード
ウェア

計

売上高  34,251  26,835  13,696  9,379  10,333  15,074 109,569  6,962  116,531  －  116,531

セグメント

利益 
 9,742  9,131  1,406  1,831  2,659  4,438  29,208  1,826  31,035  △29,648  1,386

（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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（１）四半期に係る連結財務諸表等  

①  （要約）四半期連結損益計算書  

４．補足情報

科目  

前第2四半期 

連結累計期間

(自 平成21年 

4月 1日 

  至 平成21年 

9月30日) 

当第2四半期 

連結累計期間

(自 平成22年 

4月 1日 

  至 平成22年 

9月30日) 

増減  

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

Ⅰ 売上高         

   サービス  96,376  91,124  △ 5,252  △5.4

   ソフトウェア  12,732  10,333  △ 2,399  △18.8

   ハードウェア  16,760  15,074  △ 1,685  △10.1

   計  125,869  116,531  △ 9,337  △7.4

Ⅱ 売上原価  92,807  85,496  △ 7,310  △7.9

売上総利益  33,062  31,035  △ 2,027  △6.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費                        

   販売費  3,720  3,889  169  4.6

   一般管理費  27,940  25,759  △ 2,181  △7.8

     計  31,660  29,648  △ 2,011  △6.4

営業利益  1,401  1,386  △ 15  △1.1

Ⅳ 営業外収益                        

   受取利息  76  46  △ 29  △38.5

   受取配当金  188  108  △ 80  △42.5

   その他  209  161  △ 48  △23.1

     計  474  316  △ 158  △33.3

Ⅴ 営業外費用                        

   支払利息  540  499  △ 40  △7.6

   その他  68  40  △ 28  △40.9

     計  609  540  △ 69  △11.3

経常利益  1,266  1,162  △ 104  △8.2

Ⅵ 特別利益                        

   貸倒引当金戻入額  294 -  △ 294 - 

   新株予約権戻入益  65  37  △ 28  △43.1

   過年度消費税修正額 -  27  27 - 

   その他  22  13  △ 8  △39.0

     計  381  78  △ 303  △79.5

Ⅶ 特別損失                        

   固定資産除売却損  43  5  △ 37  △87.1

   投資有価証券評価損  652  809  157  24.2

   資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 -  448  448 - 

   貸倒引当金繰入額  7  2  △ 5  △71.1

   その他  439  41  △ 397  △90.5

     計  1,142  1,307  165  14.5

税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
 506  △ 67  △ 573 - 

  法人税等  967  428  △ 538  △55.7

  少数株主損益調整前四半期純損失（△）  △ 460  △ 495  △34 - 

  少数株主損失（△）  △ 223  △ 129  93 - 

四半期純損失（△）  △ 237  △ 365  △ 128 - 
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②  （要約）四半期連結貸借対照表 

  

科目  

前連結会計年度

末に係る要約連

結貸借対照表 

(平成22年 3月

31日) 

当第2四半期 

連結会計期間末

(平成22年 9月

30日) 

増減 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

   現金及び預金  25,461  24,656  △ 804  △3.2

   受取手形及び売掛金  70,249  50,022  △ 20,227  △28.8

   有価証券  30  24  △5  △17.5

   商品及び製品  6,424  5,726  △ 698  △10.9

   仕掛品  2,295  4,571  2,275  99.1

   原材料及び貯蔵品  187  188  1  0.7

   繰延税金資産  8,207  5,666  △ 2,541  △31.0

   その他  8,221  10,254  2,032  24.7

   貸倒引当金  △ 285  △ 241  44 -  

    流動資産合計  120,792  100,869  △ 19,923  △16.5

Ⅱ 固定資産                  

  1．有形固定資産                  

   建物及び構築物（純額）  3,980  4,747  766  19.3

   機械装置及び運搬具（純額）  8,621  7,568  △ 1,052  △12.2

   その他（純額）  4,772  4,683  △ 88  △1.9

    有形固定資産合計  17,373  16,999  △ 374  △2.2

  2．無形固定資産                  

   のれん  3,517  4,372  854  24.3

   ソフトウェア  24,312  24,182  △ 130  △0.5

   その他  64  66  2  3.5

    無形固定資産合計  27,894  28,621  727  2.6

  3．投資その他の資産                  

   投資有価証券  13,719  13,756  36  0.3

   繰延税金資産  18,712  21,173  2,461  13.2

   前払年金費用  7,812  7,437  △ 374  △4.8

   その他  12,213  12,332  119  1.0

   貸倒引当金  △ 452  △ 505  △ 53 - 

    投資その他の資産合計  52,005  54,194  2,188  4.2

    固定資産合計  97,273  99,815  2,541  2.6

  資産合計  218,066  200,684  △ 17,382  △8.0
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科目  

前連結会計年度

末に係る要約連

結貸借対照表 

(平成22年 3月

31日) 

当第2四半期 

連結会計期間末

(平成22年 9月

30日) 

増減 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

   支払手形及び買掛金  23,403  15,808  △ 7,595  △32.5

   短期借入金  5,700  5,700 - - 

   １年内返済予定の長期借入金  16,652  20,018  3,366  20.2

   コマーシャル・ペーパー  9,000  8,000  △ 1,000  △11.1

   未払法人税等  1,395  623  △ 771  △55.3

   事業構造改革損失引当金  2,609  1,021  △ 1,588  △60.9

   その他の引当金  1,404  643  △ 761  △54.2

   その他  27,626  26,348  △ 1,277  △4.6

    流動負債合計  87,790  78,163  △ 9,627  △11.0

Ⅱ 固定負債                  

   社債  20,000  20,000 - - 

   長期借入金  29,449  20,621  △ 8,828  △30.0

   繰延税金負債  659  732  72  11.0

   退職給付引当金  1,347  1,319  △ 28  △2.1

   その他の引当金  86  136  49  56.6

   資産除去債務 -  1,500  1,500 - 

   負ののれん  38  31  △ 7  △20.0

   その他  1,765  1,720  △ 45  △2.6

    固定負債合計  53,348  46,061  △ 7,286  △13.7

  負債合計  141,139  124,225  △ 16,914  △12.0

（純資産の部）                  

Ⅰ 株主資本                  

   資本金  5,483  5,483 - - 

   資本剰余金  15,475  15,281  △193  △1.3

   利益剰余金  75,148  73,664  △ 1,484  △2.0

   自己株式  △ 19,260  △ 18,140  1,119  △5.8

    株主資本合計  76,846  76,288  △ 558  △0.7

Ⅱ 評価・換算差額等                  

   その他有価証券評価差額金  △ 1,365  △ 951  414 - 

   繰延ヘッジ損益  13  △ 72  △ 86 - 

    評価・換算差額等合計  △ 1,352  △ 1,023  328 - 

Ⅲ 新株予約権  790  806  15  2.0

Ⅳ 少数株主持分  642  388  △ 254  △39.5

  純資産合計  76,927  76,459  △ 467  △0.6

  負債純資産合計  218,066  200,684  △ 17,382  △8.0
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 ③  （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第2四半期 

連結累計期間

(自 平成21年 

4月 1日 

  至 平成21年 

9月30日) 

当第2四半期 

連結累計期間 

(自 平成22年 

4月 1日 

  至 平成22年 

9月30日) 

増減 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

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又は 

 税金等調整前四半期純損失（△） 
 506  △ 67  △ 573

   減価償却費  6,739  6,721  △ 18

 のれん償却額  107  121  13

   負ののれん償却額  △ 7  △ 35  △ 28

   資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 -  448  448

   退職給付引当金の増減額（ △ は減少）  6  △ 28  △ 34

 事業構造改革損失引当金の増減額（ △ は減少）  △ 1,948  △ 1,588  360

   その他の引当金の増減額（ △ は減少）  △ 486  △ 702  △ 215

   受取利息及び受取配当金  △ 265  △ 155  109

   支払利息  540  499  △ 40

   売上債権の増減額（ △ は増加）  15,155  20,227  5,071

   たな卸資産の増減額（ △ は増加）  △ 3,159  △ 1,578  1,580

   仕入債務の増減額（ △ は減少）  △ 7,087  △ 7,599  △ 512

   その他  1,755  △ 2,553  △ 4,309

    小計  11,859  13,710  1,851

   利息及び配当金の受取額  270  157  △ 113

   利息の支払額  △ 553  △ 514  38

   法人税等の支払額  △ 2,330  △ 1,016  1,314

    営業活動によるキャッシュ・フロー  9,246  12,338  3,091

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  △ 30 -  30

 有価証券の売却による収入 -  30  30

   有形固定資産の取得による支出  △ 1,407  △ 1,345  62

 有形固定資産の売却による収入  26  12  △ 14

   無形固定資産の取得による支出  △ 4,380  △ 3,780  599

   投資有価証券の取得による支出  △ 505  △ 353  151

   投資有価証券の売却による収入  8  45  36

   その他  98  12  △ 85

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 6,190  △ 5,379  810
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前第2四半期 

連結累計期間

(自 平成21年 

4月 1日 

  至 平成21年 

9月30日) 

当第2四半期 

連結累計期間 

(自 平成22年 

4月 1日 

  至 平成22年 

9月30日) 

増減 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

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（ △ は減少）  △ 2,185 -  2,185

   長期借入れによる収入  2,500  87  △ 2,412

   長期借入金の返済による支出  △ 4,628  △ 5,549  △ 920

   コマーシャル・ペーパーの増減額（ △ は減少）  △ 4,000  △ 1,000  3,000

   自己株式の取得による支出 △0  △875  △ 875

   配当金の支払額  △ 718  △ 239  478

   少数株主への配当金の支払額  △ 5  △ 6  △ 1

   その他  △ 145  △ 179  △ 34

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 9,184  △ 7,763  1,420

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  40 -  △ 40

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（ △ は減少）  △ 6,087  △ 804  5,282

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  36,046  25,461  △ 10,584

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  29,958  24,656  △ 5,302
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