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（訂正）「平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成 23 年５月 20 日付「過年度有価証券報告書等の一部訂正等に関するお知らせ」に

おいて、過年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成 19 年８月 17 日付「平成 20 年

３月期 第１四半期財務・業績の概況」の一部訂正について添付のとおりお知らせいたします。 

 

 なお、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線＿＿を付して表示しております。 

 

 

以上 
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(百万円未満切捨て) 

  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 

   

 
  

   

 

 

平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況

1. 平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

 (1) 連結経営成績
（訂正前）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 329 △41.4 △60 ― △62 ― △65 ―
19年３月期第１四半期 561 ― 16 ― 14 ― 6 ―

19年３月期 2,118 ― 171 ― 155 ― 73 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △5,594 60 ― ―
19年３月期第１四半期 544 52 522 54

19年３月期 6,339 08 6,118 42

（訂正後）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 329 △41.4 △60 ― △62 ― △65 ―
19年３月期第１四半期 561 ― 16 ― 14 ― 6 ―

19年３月期 1,870 ― △80 ― △97 ― △179 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △5,594 60 ― ―
19年３月期第１四半期 544 52 522 54

19年３月期 △15,455 74 ― ―

 (2) 連結財政状態
（訂正前）

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

20年３月期第１四半期 1,853 1,009 54.2 86,432 66

19年３月期第１四半期 1,469 1,031 70.2 89,185 94

19年３月期 1,971 1,109 56.0 94,789 57

（訂正後）

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

20年３月期第１四半期 1,593 757 47.5 64,699 14

19年３月期第１四半期 1,469 1,031 70.2 89,185 94

19年３月期 1,711 857 49.7 73,108 30

－2－



【定性的情報・財務諸表等】 
  
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
① 資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

 当第１四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、(株)リソー教育との資本提携（株式
の持合）による有価証券の増加があったものの、現金及び預金、売掛金が減少したこと等により、118,326
千円減少し、1,853,633千円となりました。 
 負債に関しましては、借入金が増加したものの買掛金の減少等により、18,504千円減少し、843,848千円
となりました。 
 また、純資産に関しましては、四半期純損失65,088千円の計上等により、前連結会計年度末に比べ99,821
千円減少し、1,009,784千円となりました。 
 その結果、自己資本比率は、54.2％と前連結会計年度末から1.8％低下いたしました。 
  
  
  

（訂正後） 

 当第１四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、(株)リソー教育との資本提携（株式
の持合）による有価証券の増加があったものの、現金及び預金、売掛金が減少したこと等により、118,326
千円減少し、1,593,233千円となりました。 
 負債に関しましては、借入金が増加したものの買掛金の減少等により、18,504千円減少し、835,948千円
となりました。 
 また、純資産に関しましては、四半期純損失65,088千円の計上等により、前連結会計年度末に比べ99,821
千円減少し、757,284千円となりました。 
 その結果、自己資本比率は、47.5％と前連結会計年度末から1.8％低下いたしました。 
  
  

－3－



（訂正前） 

（単位：千円、％） 

 
  

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増減
（参 考）前年期 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 484,020 445,241 517,810

 2. 受取手形及び売掛金 524,012 742,946 849,763

 3. たな卸資産 163,885 3,570 117,149

 4. 前渡金 107,721 ― ―

 5. その他 25,624 63,519 88,317

   貸倒引当金 △2,447 △33,948 △38,625

   流動資産合計 1,302,815 1,221,329 △81,486 △6.3 1,534,415

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ― 16,284 16,747

  (2) 工具器具及び備品 ― 104,880 7,519

   有形固定資産合計 20,723 121,164 100,440 484.7 24,267

 2. 無形固定資産

  (1) 販売権 ― 104,857 100,000

  (2) その他 ― 15,179 28,874

   無形固定資産合計 24,286 120,036 95,750 394.3 128,874

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 50,100 293,744 187,602

  (2) その他 71,700 183,929 171,482

    貸倒引当金 △252 △86,571 △74,682

   投資その他の資産合計 121,547 391,103 269,555 221.8 284,402

   固定資産合計 166,557 632,304 465,746 279.6 437,544

   資産合計 1,469,373 1,853,633 384,260 26.2 1,971,960

－4－



    
（単位：千円、％） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 268,408 452,241 481,633

 2. 短期借入金 100,000 100,000 100,000

 3. 一年以内返済予定 

   長期借入金
― 57,900 30,000

 4. 賞与引当金 5,919 4,447 ―

 5. その他 63,295 44,660 130,719

   流動負債合計 437,624 659,248 221,624 50.6 742,353

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ― 184,600 120,000

 2. その他 224 ― ―

   固定負債合計 224 184,600 184,375 82,101.9 120,000

   負債合計 437,848 843,848 405,999 92.7 862,353

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 323,600 328,925 5,325 1.6 326,600

 2. 資本剰余金 432,750 438,075 5,325 1.2 435,750

 3. 利益剰余金 275,174 277,241 2,066 0.8 342,329

 4. 自己株式 ― △20,989 △20,989 ― ―

   株主資本合計 1,031,524 1,023,251 △8,272 △0.8 1,104,679

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
― △19,077 △19,077 ― △760

   評価・換算差額等合計 ― △19,077 △19,077 ― △760

Ⅲ 少数株主持分 ― 5,610 5,610 ― 5,687

   純資産合計 1,031,524 1,009,784 △21,739 △2.1 1,109,606

   負債純資産合計 1,469,373 1,853,633 384,260 26.2 1,971,960

－5－



  
（訂正後） 

（単位：千円、％） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増減
（参 考）前年期 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 484,020 445,241 517,810

 2. 受取手形及び売掛金 524,012 482,546 589,363

 3. たな卸資産 163,885 3,570 117,149

 4. 前渡金 107,721 ― ―

 5. その他 25,624 63,519 88,317

   貸倒引当金 △2,447 △33,948 △38,625

   流動資産合計 1,302,815 960,929 △341,886 △26.2 1,274,015

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ― 16,284 16,747

  (2) 工具器具及び備品 ― 104,880 7,519

   有形固定資産合計 20,723 121,164 100,440 484.7 24,267

 2. 無形固定資産

  (1) 販売権 ― 104,857 100,000

  (2) その他 ― 15,179 28,874

   無形固定資産合計 24,286 120,036 95,750 394.3 128,874

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 50,100 293,744 187,602

  (2) その他 71,700 183,929 171,482

    貸倒引当金 △252 △86,571 △74,682

   投資その他の資産合計 121,547 391,103 269,555 221.8 284,402

   固定資産合計 166,557 632,304 465,746 279.6 437,544

   資産合計 1,469,373 1,593,233 123,860 8.4 1,711,560

－6－



  
（単位：千円、％）

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 268,408 452,241 481,633

 2. 短期借入金 100,000 100,000 100,000

 3. 一年以内返済予定 

   長期借入金
― 57,900 30,000

 4. 賞与引当金 5,919 4,447 ―

 5. その他 63,295 36,760 122,819

   流動負債合計 437,624 651,348 213,724 48.8 734,453

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 ― 184,600 120,000

 2. その他 224 ― ―

   固定負債合計 224 184,600 184,375 82,101.9 120,000

   負債合計 437,848 835,948 398,099 90.9 854,453

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 323,600 328,925 5,325 1.6 326,600

 2. 資本剰余金 432,750 438,075 5,325 1.2 435,750

 3. 利益剰余金 275,174 24,741 △250,434 △91.0 89,829

 4. 自己株式 ― △20,989 △20,989 ― ―

   株主資本合計 1,031,524 770,751 △260,772 △25.3 852,179

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
― △19,077 △19,077 ― △760

   評価・換算差額等合計 ― △19,077 △19,077 ― △760

Ⅲ 少数株主持分 ― 5,610 5,610 ― 5,687

   純資産合計 1,031,524 757,284 △274,239 △26.6 857,106

   負債純資産合計 1,469,373 1,593,233 123,860 8.4 1,711,560

－7－



  

（訂正前） 

（単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成19年３月期

第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成19年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 561,854 329,301 △232,553 △41.4 2,118,653

Ⅱ 売上原価 463,077 280,816 △182,260 △39.4 1,512,652

   売上総利益 98,777 48,484 △50,292 △50.9 606,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 1. 役員報酬 ― 21,150 79,100

 2. 給与手当 ― 23,135 91,832

 3. 貸倒引当金繰入額 ― 7,348 87,512

 4. 賞与引当金繰入額 ― 3,198 ―

 5. 減価償却費 ― 13,088 7,801

 6. その他 ― 40,795 168,101

  販売費及び一般管理費合計 81,830 108,715 26,885 32.9 434,347

   営業利益 16,946 △60,231 △77,178 △455.4 171,654

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 245 225 1,201

 2. 雑収入 308 250 1,318

  営業外収益合計 554 475 △78 △14.2 2,520

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 172 1,632 1,202

 2. 持分法による投資損失 ― 265 539

 3. 貸倒引当金繰入額 ― ― 5,367

 4. 創立費 3,127 ― 3,522

 5. 雑損失 163 733 8,171

  営業外費用合計 3,463 2,631 △832 △24.0 18,803

   経常利益 14,037 △62,386 △76,424 △544.4 155,370

Ⅵ 特別損失

 1. 固定資産除却損 ― ― 17

 2. 貸倒引当金繰入額 ― ― 17,500

  特別損失合計 ― ― ― ― 17,517

   税金等調整前 

   第１四半期(当期)純利益
14,037 △62,386 △76,424 △544.4 137,853

   法人税、住民税及び 

      事業税     
7,376 4,536 △2,839 △38.5 109,131

   法人税等調整額   375 △1,758 △2,134 △567.9 △35,905

   少数株主損失  ― 77 77 ― 8,812

   第１四半期(当期)純利益 6,285 △65,088 △71,373 △1,135.6 73,440

－8－



  
（訂正後） 

（単位：千円、％） 

科  目

前年同四半期

(平成19年３月期

第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成19年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 561,854 329,301 △232,553 △41.4 1,870,653

Ⅱ 売上原価 463,077 280,816 △182,260 △39.4 1,512,652

   売上総利益 98,777 48,484 △50,292 △50.9 358,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 1. 役員報酬 ― 21,150 79,100

 2. 給与手当 ― 23,135 91,832

 3. 貸倒引当金繰入額 ― 7,348 87,512

 4. 賞与引当金繰入額 ― 3,198 ―

 5. 減価償却費 ― 13,088 7,801

 6. その他 ― 40,795 172,601

  販売費及び一般管理費合計 81,830 108,715 26,885 32.9 438,847

   営業利益 16,946 △60,231 △77,178 △455.4 △80,845

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 245 225 1,201

 2. 雑収入 308 250 1,318

  営業外収益合計 554 475 △78 △14.2 2,520

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 172 1,632 1,202

 2. 持分法による投資損失 ― 265 539

 3. 貸倒引当金繰入額 ― ― 5,367

 4. 創立費 3,127 ― 3,522

 5. 雑損失 163 733 8,171

  営業外費用合計 3,463 2,631 △832 △24.0 18,803

   経常利益 14,037 △62,386 △76,424 △544.4 △97,129

Ⅵ 特別損失

 1. 固定資産除却損 ― ― 17

 2. 貸倒引当金繰入額 ― ― 17,500

  特別損失合計 ― ― ― ― 17,517

   税金等調整前 

   第１四半期(当期)純利益
14,037 △62,386 △76,424 △544.4 △114,646

   法人税、住民税及び 

      事業税     
7,376 4,536 △2,839 △38.5 109,131

   法人税等調整額   375 △1,758 △2,134 △567.9 △35,905

   少数株主損失  ― 77 77 ― 8,812

   第１四半期(当期)純利益 6,285 △65,088 △71,373 △1,135.6 △179,059

－9－



  

 （訂正前） 

当四半期(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 342,329 ― 1,104,679

当四半期の変動額

 新株の発行 2,325 2,325 ― ― 4,650

 第１四半期純利益 ― ― △65,088 ― △65,088

 自己株式の取得 ― ― ― △20,989 △20,989

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ― ― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) 2,325 2,325 △65,088 △20,989 △81,427

平成19年６月30日残高(千円) 328,925 438,075 277,241 △20,989 1,023,251

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 1,109,606

当四半期の変動額

 新株の発行 ― ― ― 4,650

 第１四半期純利益 ― ― ― △65,088

 自己株式の取得 ― ― ― △20,989

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
△18,316 △18,316 △77 △18,393

当四半期の変動額合計(千円) △18,316 △18,316 △77 △99,821

平成19年６月30日残高(千円) △19,077 △19,077 5,610 1,009,784

－10－



  
 （訂正後） 

当四半期(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 89,829 ― 852,179

当四半期の変動額

 新株の発行 2,325 2,325 ― ― 4,650

 第１四半期純利益 ― ― △65,088 ― △65,088

 自己株式の取得 ― ― ― △20,989 △20,989

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
― ― ― ― ―

当四半期の変動額合計(千円) 2,325 2,325 △65,088 △20,989 △81,427

平成19年６月30日残高(千円) 328,925 438,075 24,741 △20,989 770,751

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 857,106

当四半期の変動額

 新株の発行 ― ― ― 4,650

 第１四半期純利益 ― ― ― △65,088

 自己株式の取得 ― ― ― △20,989

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
△18,316 △18,316 △77 △18,393

当四半期の変動額合計(千円) △18,316 △18,316 △77 △99,821

平成19年６月30日残高(千円) △19,077 △19,077 5,610 757,284

－11－



  
（訂正前） 

前期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 268,889 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 ― 7,950

 当期純利益 ― ― 73,440 73,440

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
3,975 3,975 73,440 81,390

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 342,329 1,104,679

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― ― 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 7,950

 当期純利益 ― ― ― 73,440

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
△760 △760 5,687 4,926

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
△760 △760 5,687 86,317

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 1,109,606

－12－



  
（訂正後） 

前期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 322,625 431,775 268,889 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 3,975 3,975 ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― △179,059 △179,059

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
3,975 3,975 △179,059 △171,109

平成19年３月31日残高(千円) 326,600 435,750 89,829 852,179

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― ― 1,023,289

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 7,950

 当期純損失（△） ― ― ― △179,059

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
△760 △760 5,687 4,926

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
△760 △760 5,687 △166,183

平成19年３月31日残高(千円) △760 △760 5,687 857,106

－13－



  

（訂正前）                                                          （単位：千円） 

 
（注）20年3月期第１四半期より、四半期連結キャッシュ・フローの開示を行っております。 

(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期

(平成20年３月期第1四半期)

（参 考）前期

(平成19年３月期)

区分 金額 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(当期)純利益又は 

      純損失(△は純損失）
△62,386 137,853

   減価償却費 14,400 10,636

   貸倒引当金の増加額 7,211 110,379

   賞与引当金の増加額 4,447 ―

   受取利息及び受取配当金 △225 △1,201

   支払利息 1,632 1,202

   持分法による投資損失 265 539

   有形固定資産除却損 ― 17

   売上債権の増減額(△は増加) 107,317 △411,225

   たな卸資産の減少額 113,579 76,763

   その他流動資産の減少額 29,393 32,117

   仕入債務の増減額(△は減少) △29,392 128,903

   未払消費税等の増減額(△は減少) △18,333 20,227

   その他流動負債の減少額 △2,546 △4,754

   その他 167 △20,264

    小計 165,530 81,195

   利息及び配当金の受取額 216 1,201

   利息の支払額 △2,216 △2,328

   法人税等の支払額 △69,498 △107,140

  営業活動によるキャッシュ・フロー 94,031 △27,070

Ⅱ 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 △107,161 △8,325

   無形固定資産の取得による支出 ― △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △137,290 △139,324

   出資金の払込による支出 ― △10

   短期貸付けによる支出 ― △14,500

   短期貸付金の回収による収入 1,541 4,000

   長期貸付けによる支出 ― △4,800

   長期貸付金の回収による収入 150 ―

   敷金・保証金の差入による支出 ― △6,000

   敷金・保証金の返還による収入 ― 7,704

  投資活動によるキャッシュ・フロー △242,760 △285,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 ― 200,000

   短期借入金の返済による支出 ― △100,000

   長期借入れによる収入 100,000 150,000

   長期借入金の返済による支出 △7,500 ―

   株式の発行による収入 4,650 7,950

   少数株主の払込による収入 ― 14,500

   自己株式の取得による支出 △20,989 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 76,160 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △72,569 △39,837

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 517,810 557,648

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
445,241 517,810

－14－



  
（訂正後）                                                           （単位：千円） 

 
（注）20年3月期第１四半期より、四半期連結キャッシュ・フローの開示を行っております。 

当四半期

(平成20年３月期第1四半期)

（参 考）前期

(平成19年３月期)

区分 金額 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(当期)純損失 

      (△は純損失）
△62,386 △114,646

   減価償却費 14,400 10,636

   貸倒引当金の増加額 7,211 110,379

   賞与引当金の増加額 4,447 ―

   受取利息及び受取配当金 △225 △1,201

   支払利息 1,632 1,202

   持分法による投資損失 265 539

   有形固定資産除却損 ― 17

   売上債権の増減額(△は増加) 107,317 △150,825

   たな卸資産の減少額 113,579 76,763

   その他流動資産の減少額 29,393 32,117

   仕入債務の増減額(△は減少) △29,392 128,903

   未払消費税等の増減額(△は減少) △18,333 12,327

   その他流動負債の減少額 △2,546 △4,754

   その他 167 △20,264

    小計 165,530 81,195

   利息及び配当金の受取額 216 1,201

   利息の支払額 △2,216 △2,328

   法人税等の支払額 △69,498 △107,140

  営業活動によるキャッシュ・フロー 94,031 △27,070

Ⅱ 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 △107,161 △8,325

   無形固定資産の取得による支出 ― △123,961

   投資有価証券の取得による支出 △137,290 △139,324

   出資金の払込による支出 ― △10

   短期貸付けによる支出 ― △14,500

   短期貸付金の回収による収入 1,541 4,000

   長期貸付けによる支出 ― △4,800

   長期貸付金の回収による収入 150 ―

   敷金・保証金の差入による支出 ― △6,000

   敷金・保証金の返還による収入 ― 7,704

  投資活動によるキャッシュ・フロー △242,760 △285,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 ― 200,000

   短期借入金の返済による支出 ― △100,000

   長期借入れによる収入 100,000 150,000

   長期借入金の返済による支出 △7,500 ―

   株式の発行による収入 4,650 7,950

   少数株主の払込による収入 ― 14,500

   自己株式の取得による支出 △20,989 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 76,160 272,450

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △72,569 △39,837

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 517,810 557,648

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
445,241 517,810

－15－


