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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） 

 

(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3月期第1四半期 48,785 ― 221 ― 197 ― 82 ―

20年3月期第1四半期 62,156 △1.0 1,133 22.1 1,242 43.2 547 △25.4

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 3.18 ―

20年3月期第1四半期 20.33 20.33

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 110,514 37,449 31.4 1,327.54
20年3月期 117,338 38,046 29.8 1,339.15

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  34,698百万円 20年3月期  34,994百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 12.00 ― 6.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 10.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3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 107,500 △13.4 610 △71.5 440 △76.2 95 △89.3 3.56
通期 250,000 1.9 4,200 15.1 3,800 28.6 1,950 119.3 73.12

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】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】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 
１． 平成20年５月12日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。 
２． 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大きく異なる可能性があります。 
３． 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。  

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） 21年3月期第1四半期 28,051,200株 20年3月期 28,051,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 1,913,865株 20年3月期 1,919,613株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 26,132,124株 20年3月期第1四半期 26,919,262株



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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国の経済は、原材料価格の高騰を背景に設備

投資や個人消費の伸びが鈍化し、景気は足踏み状態となりました。また、世界の経済は、アジアでは中国等で景気拡

大が続き、欧州も緩やかな景気回復が続きましたが、米国経済の減速により先行き不透明感が強まりました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、薄型テレビが好調を持続し、新世代ＤＶＤなどの需

要も増加しました。一方、半導体市場は、ＤＲＡＭの価格がようやく下げ止まりましたが、全般的に需要は低調で厳

しい状況が続きました。

こうした状況の下、当第１四半期における当社グループの売上高は、デバイス事業の減少により、前年同期比

21.5％減の48,785百万円となりました。利益面では、売上の減少に伴い、営業利益は前年同期比80.5％減の221百万円、

経常利益は前年同期比84.1％減の197百万円、四半期純利益は前年同期比84.8％減の82百万円となりました。

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。

（デバイス事業）

デバイス事業は、車載向けや薄型テレビ向けなどの半導体の売上が増加し、液晶パネルの需要が増加したものの、

ゲーム機向けや携帯電話向けの半導体が減少しました。その結果、売上高は前年同期比24.1％減の41,899百万円、

営業利益は前年同期比44.1％減の1,109百万円となりました。

（システム事業）

システム事業は、人工衛星搭載用部品などの航空宇宙機器の売上が増加し、科学機器も堅調だったものの、医用

機器やレーザ機器が減少しました。その結果、売上高は前年同期比1.2％減の6,892百万円となりました。一方、営

業利益は、売上総利益率の改善によって26百万円（前年同期は28百万円の損失）となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）

日本は、航空宇宙機器や液晶パネル等の売上が増加したものの、ゲーム機向けや携帯電話向けの半導体が減少し

たことにより、売上高は前年同期比14.7％減の41,386百万円、営業利益は前年同期比28.9％減の880百万円となりま

した。

（アジア）

アジアは、ゲーム機向けや携帯電話向けの半導体が減少し、売上高は前年同期比46.6％減の11,505百万円、営業

利益は前年同期比63.4％減の268百万円となりました。

 

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

　　　　当第１四半期末における総資産は、110,514百万円となり、前連結会計年度末比6,824百万円の減少となりま

した。その主な要因は、流動資産が前連結会計年度末に比べ6,959百万円減少（受取手形及び売掛金が9,750百

万円減少）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6,226百万円減少し、73,065百万円となりました。主な要因は、流動負債が前

連結会計年度末に比べ6,381百万円減少（支払手形及び買掛金が4,794百万円減少、短期借入金が2,036百万円減

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597百万円減少し、37,449百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が

73百万円、為替換算調整勘定が465百万円減少したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.8％から1.6ポイント増加し、31.4％となりました。

（２）連結キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は7,644百万円となり、前連結

会計年度末と比較して1,092百万円の増加となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）　

　営業活動による資金の増加は3,289百万円（前年同期は8,444百万円の増加）となりました。これは、主に仕

入債務の減少額が4,100百万円、たな卸資産の増加が1,279百万円あった一方で、売上債権が8,734百万円減少し

たこと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）

　投資活動による資金の減少は102百万円（前年同期は175百万円の減少）となりました。これは、主に投資不

動産の売却による収入が23百万円、投資不動産の賃貸による収入が55百万円あった一方で、有形固定資産の取

得による支出が63百万円、無形固定資産の取得による支出が60百万円あったこと等によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動による資金の減少は、1,956百万円（前年同期は6,378百万円の減少）となりました。これは、主に

短期借入金の純減少額が1,820百万円あったこと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

現時点においては、平成20年5月12日に公表しました業績予想に変更はありません。

 

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）

　　当該事項はありません。

 

（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

①　簡便な会計処理　

　当第１四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

高を基礎として合理的な方法により算出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　

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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　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。

②　当第１四半期連結会計年度より、「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」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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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：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 8,544 7,451 

受取手形及び売掛金 51,786 61,536 

有価証券 18 17 

商品 31,835 30,978 

仕掛品 45 25 

繰延税金資産 1,788 1,875 

その他 3,465 2,552 

貸倒引当金 △53 △48 

流動資産合計 97,430 104,390 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,446 4,492 

減価償却累計額 △2,669 △2,674 

建物及び構築物（純額） 1,777 1,817 

機械装置及び運搬具 44 31 

減価償却累計額 △41 △28 

機械装置及び運搬具（純額） 3 3 

工具、器具及び備品 2,240 2,215 

減価償却累計額 △1,427 △1,388 

工具、器具及び備品（純額） 813 827 

土地 2,538 2,546 

建設仮勘定 0 0 

有形固定資産合計 5,132 5,195 

無形固定資産   

のれん 239 272 

ソフトウエア 698 750 

その他 115 69 

無形固定資産合計 1,054 1,093 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,340 2,130 

長期貸付金 10 10 

繰延税金資産 504 441 

投資不動産 3,094 3,128 

減価償却累計額 △1,824 △1,826 

投資不動産（純額） 1,270 1,301 

その他 2,772 2,776 

投資その他の資産合計 6,898 6,659 

固定資産合計 13,084 12,948 

資産合計 110,514 117,338 



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,939 34,734 

短期借入金 32,882 34,919 

未払法人税等 63 67 

繰延税金負債 2 2 

賞与引当金 1,416 936 

その他 1,971 1,997 

流動負債合計 66,276 72,658 

固定負債   

社債 1,217 1,217 

新株予約権付社債 4,000 4,000 

繰延税金負債 18 5 

退職給付引当金 749 620 

役員退職慰労引当金 543 528 

その他 259 261 

固定負債合計 6,788 6,633 

負債合計 73,065 79,292 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,214 6,214 

資本剰余金 6,353 6,353 

利益剰余金 23,850 23,924 

自己株式 △1,629 △1,634 

株主資本合計 34,789 34,857 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 299 173 

繰延ヘッジ損益 68 △43 

為替換算調整勘定 △459 6 

評価・換算差額等合計 △90 136 

少数株主持分 2,750 3,052 

純資産合計 37,449 38,046 

負債純資産合計 110,514 117,338 



（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 48,785 

売上原価 43,734 

売上総利益 5,051 

販売費及び一般管理費 4,830 

営業利益 221 

営業外収益  

受取利息 7 

受取配当金 16 

持分法による投資利益 49 

投資不動産賃貸料 55 

雑収入 63 

営業外収益合計 192 

営業外費用  

支払利息 148 

売上債権売却損 27 

雑損失 39 

営業外費用合計 215 

経常利益 197 

特別利益  

固定資産売却益 1 

投資不動産売却益 7 

特別利益合計 9 

特別損失  

固定資産除売却損 0 

特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純利益 205 

法人税等 97 

少数株主利益 25 

四半期純利益 82 



（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利益 205 

減価償却費 175 

のれん償却額 27 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 

賞与引当金の増減額（△は減少） 480 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 128 

受取利息及び受取配当金 △23 

支払利息 148 

持分法による投資損益（△は益） △49 

有形固定資産売却損益（△は益） △1 

投資不動産売却損益（△は益） △7 

投資不動産賃貸料 △55 

固定資産除売却損益（△は益） 0 

売上債権の増減額（△は増加） 8,734 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,279 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,100 

その他 △862 

小計 3,544 

利息及び配当金の受取額 22 

利息の支払額 △44 

法人税等の支払額 △233 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,289 

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 △63 

有形固定資産の売却による収入 20 

無形固定資産の取得による支出 △60 

投資有価証券の取得による支出 △4 

投資不動産の売却による収入 23 

投資不動産の賃貸による収入 55 

投資不動産の賃貸に伴う費用 △31 

貸付金の回収による収入 0 

その他 △43 

投資活動によるキャッシュ・フロー △102 



（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) 

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 750 

短期借入金の返済による支出 △2,570 

自己株式の売却による収入 5 

配当金の支払額 △141 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,956 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △137 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,092 

現金及び現金同等物の期首残高 6,551 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,644 



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

デバイス事業
（百万円）

システム事業
（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 41,899 6,886 48,785 － 48,785

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 6 6 △6 －

計 41,899 6,892 48,792 △6 48,785

営業利益 1,109 26 1,136 △915 221

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（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 38,028 10,757 － 48,785 － 48,785

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,358 747 － 4,106 △4,106 －

計 41,386 11,505 － 52,892 △4,106 48,785

営業利益 880 268 △1 1,147 △926 221

 

ｃ．海外売上高

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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,731 38 11,770

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 48,785

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
24.0 0.1 24.1

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 62,156

Ⅱ　売上原価 56,353

　売上総利益 5,803

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,669

　営業利益 1,133

Ⅳ　営業外収益 406

１．受取利息 10

２．受取配当金 15

３．持分法による投資利益 38

４．投資不動産賃貸収入 54

５．固定資産賃貸料 12

６．為替差益 231

７．雑収入 45

Ⅴ　営業外費用 298

１．支払利息 174

２．投資不動産賃貸費用 32

３．売上債権売却損 68

４．雑損失 23

　経常利益 1,242

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 4

　　税金等調整前四半期純
利益

1,238

　　法人税等 574

　　少数株主利益 116

　　四半期純利益 547

－ 2 －



（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３月期
第１四半期）

区分 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（当
期）純利益

1,238

減価償却費 292

のれん償却額 23

貸倒引当金の増加額 13

賞与引当金の減少額 △243

役員退職慰労引当金の減少
額

△2

退職給付引当金の減少額 △10

受取利息及び受取配当金 △25

支払利息 174

為替差損 15

持分法による投資損失 13

投資不動産賃貸収入 △54

投資不動産賃貸費用 32

固定資産売却及び除却損 4

売上債権の減少額 9,541

たな卸資産の増加額 △95

前渡金の減少額 1,559

仕入債務の減少額 △4,526

その他 2,151

小計 10,101

利息及び配当金の受取額 24

利息の支払額 △163

法人税等の支払額 △1,518

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

8,444

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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 △210

定期預金の払戻による収入 250

有形固定資産の取得による
支出

△154

無形固定資産の取得による
支出

△27

投資有価証券の取得による
支出

△9

投資不動産の賃貸による収
入

56

投資不動産の賃貸に伴う支
出

△27

貸付金の回収による収入 0

その他 △52

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△175

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 10,827

短期借入金の返済による支
出

△16,753

自己株式の売却による収入 4

配当金の支払額 △451

その他 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,378

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

25

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

1,916

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

6,422

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額

181

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

8,519

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．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（平成19年４月１日～６月30日）

デバイス事業
（百万円）

システム事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 55,191 6,973 62,165 △8 62,156

営業費用 53,208 7,002 60,210 812 61,022

営業利益 1,983 △28 1,955 △821 1,133

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 48,516 21,562 － 70,079 △7,922 62,156

営業費用 47,277 20,830 1 68,108 △7,085 61,022

営業利益 1,239 732 △1 1,970 △836 1,133

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 19,006 121 19,127

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 62,156

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
30.6 0.2 30.8

－ 5 －



「参考」

四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 
当第１四半期会計期間末

 
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部     

　流動資産     

　現金及び預金  3,637  1,800

　受取手形及び売掛金  38,899  40,439

　有価証券  18  17

　商品  23,491  23,379

　未収還付法人税等  63  171

　その他  4,385  3,542

　貸倒引当金  △13  △13

流動資産合計  70,483  69,337

　固定資産     

　有形固定資産  3,948  3,996

　無形固定資産  885  901

　投資その他の資産  9,432  9,182

固定資産合計  14,266  14,080

　資産合計  84,749  83,418

－ 6 －



（単位：百万円）

 
当第１四半期会計期間末

 
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部     

　流動負債     

　支払手形及び買掛金  17,344  15,694

　短期借入金  29,900  31,000

　引当金  1,068  661

　その他  1,531  1,528

流動負債合計  49,844  48,885

　固定負債     

　社債  1,000  1,000

　新株予約権付社債社債  4,000  4,000

　引当金  1,072  943

　その他  240  240

固定負債合計  6,313  6,183

負債合計  56,157  55,068

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 6,214 6,214

　　資本剰余金 6,353 6,353

　　利益剰余金 17,380 17,359

　　自己株式 △1,629 △1,634

　　株主資本合計 28,319 28,293

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 204 100

　　繰延ヘッジ損益 68 △43

　　評価・換算差額等合計 272 56

純資産合計 28,591 28,349

負債純資産合計 84,749 83,418

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。

－ 7 －



(2）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高  35,030

売上原価  31,319

売上総利益  3,711

販売費及び一般管理費  3,669

営業利益  42

営業外収益   

　受取利息  13

　受取配当金  245

　その他  92

　営業外収益計  351

営業外費用   

　支払利息  116

　その他  115

　営業外費用計  232

経常利益  160

特別利益   

　固定資産売却益  1

　投資不動産売却益  7

　特別利益計  9

特別損失   

　固定資産除却損  0

　特別損失計  0

税引前四半期純利益  169

法人税等  △8

四半期純利益  177

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。

－ 8 －



(3）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

 
当第１四半期累計期間

（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   

　税引前四半期純利益  169

　減価償却費  158

　賞与引当金の増減額（△は減少）  406

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  10

　退職給付引当金の増減額（△は減少）  119

　受取利息及び受取配当金  △258

　支払利息  119

　為替差損益（△は益）  △21

　有形固定資産売却損益（△は益）  △1

　投資不動産売却益  △7

　投資不動産賃貸収入  △55

　投資不動産賃貸費用  29

　固定資産除却損  0

　売上債権の増減額（△は増加）  1,539

　たな卸資産の増減額（△は増加）  △111

　前渡金の増減額（△は増加）  △848

　仕入債務の増減額（△は減少）  1,639

　その他  26

　小計  2,915

　利息及び配当金の受取額  256

　利息の支払額  △15

　法人税等の支払額  △21

　営業活動によるキャッシュ・フロー  3,135

－ 9 －



（単位：百万円）

 
当第１四半期累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

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  △47

　有形固定資産の売却による収入  20

　無形固定資産の取得による支出  △60

　投資不動産の売却による収入  23

　投資有価証券の取得による支出  △2

　投資不動産の賃貸による収入  55

　投資不動産の賃貸に伴う支出  △31

　その他  △41

　投資活動によるキャッシュ・フロー  △82

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  300

　短期借入金の返済による支出  △1,400

　自己株式の売却による収入  5

　配当金の支払額  △141

　その他  0

　財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,236

現金及び現金同等物に係る換算差額  21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,837

現金及び現金同等物の期首残高  1,100

現金及び現金同等物の四半期末残高  2,937

   

（注）この四半期キャッシュ・フロー計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけ

るレビュー対象ではありません。

－ 10 －
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