
 

 

平成２１年１１月９日 

各      位 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成22年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 21 年 11 月５日 15 時 00 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお

知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

１．訂正の内容  

   平成 22 年３月期 第２四半期決算短信 

 

２．訂正の理由 

   前回発表日後に連結子会社の債権の一部に取立不能のおそれが生じたため、債権の回収可能性を

勘案し、当該連結子会社において貸倒引当金繰入額 70 百万円を特別損失として計上することとい

たしました。 

   なお、平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、影響が軽微なため変更はございません。 

 

※「訂正箇所」は下線で表示しております。 

・１ページ 
１．平成 22 年３月期第２四半期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績（累計） 

〈修正前〉 
（％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３月期第２四半期 72,432 △13.0 1,636 △58.2 1,616 △54.3 1,280 12.6
21 年３月期第２四半期 83,221 － 3,910 － 3,535 － 1,136 －

   
 

 
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３月期第２四半期 40 15 －
21 年３月期第２四半期 34 14 34 13

 

〈修正後〉 
（％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３月期第２四半期 72,432 △13.0 1,636 △58.2 1,616 △54.3 1,254 10.4
21 年３月期第２四半期 83,221 － 3,910 － 3,535 － 1,136 －

 

 
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３月期第２四半期 39 36 －
21 年３月期第２四半期 34 14 34 13

会 社 名 富  士  ソ フ ト 株  式  会  社 

代表者名 代表取締役社長    白 石  晴 久 

 （コード番号  ９７４９  東証第１部） 

問合せ先 企画部 経財室長    内 藤 達 也 

（ Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ４ ５ － ６ ５ ０ － ８ ８ １ １ ）  
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・１ページ 
(2) 連結財政状態 

〈修正前〉 

 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

22 年３月期第２四半期 170,844 80,134 40.8 2,184 15
21 年３月期 177,795 78,236 38.3 2,137 03

（参考） 自己資本  22 年３月期第２四半期 69,643 百万円 21 年３月期 68,141 百万円 

 

〈修正後〉 

 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

22 年３月期第２四半期 170,802 80,092 40.8 2,183 36
21 年３月期 177,795 78,236 38.3 2,137 03

（参考） 自己資本  22 年３月期第２四半期 69,618 百万円 21 年３月期 68,141 百万円 

 

 

・３ページ 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

〈修正前〉 

(省略) 

しかし、企業のＩＴ関連への需要や投資意欲の減少傾向といった非常に厳しい経営環境の結果、当第２四半期連結累

計期間の売上高は 724 億 32 百万円（前年同期比 13.0％減）となりました。人件費等の減少により、販売費及び一般管

理費は 142 億 84 百万円（前年同期比 13.8％減）となりましたが、売上原価率の上昇や売上高の減少により、営業利益

は 16 億 36 百万円（前年同期比 58.2％減）となり、経常利益は 16 億 16 百万円（前年同期比 54.3％減）となりました。

四半期純利益は受取補償金、投資有価証券売却益を特別利益に計上したこと等により、12 億 80 百万円（前年同期比

12.6％増）となりました。 

 

 

〈修正後〉 

(省略) 

しかし、企業のＩＴ関連への需要や投資意欲の減少傾向といった非常に厳しい経営環境の結果、当第２四半期連結累

計期間の売上高は 724 億 32 百万円（前年同期比 13.0％減）となりました。人件費等の減少により、販売費及び一般管

理費は 142 億 84 百万円（前年同期比 13.8％減）となりましたが、売上原価率の上昇や売上高の減少により、営業利益

は 16 億 36 百万円（前年同期比 58.2％減）となり、経常利益は 16 億 16 百万円（前年同期比 54.3％減）となりました。

四半期純利益は受取補償金、投資有価証券売却益を特別利益に計上したこと等により、12 億 54 百万円（前年同期比

10.4％増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

〈修正前〉 
（資産） 

当第２四半期末における総資産は1,708億44百万円（前連結会計年度末差69億51百万円減）となりました。その内訳

は、流動資産が573億42百万円（前連結会計年度末差108億６百万円減）、固定資産が1,135億円（前連結会計年度末差

38億53百万円増）であります。 
流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が186億６百万円（前連結会計年度末差67億47百万円減）と、受取手形及

び売掛金が241億30百万円（前連結会計年度末差61億31百万円減）、仕掛品が49億58百万円（前連結会計年度末差19
億30百万円増）となったこと等によるものであります。 

固定資産の主な変動要因は、投資その他の資産のうち、投資有価証券が144億57百万円（前連結会計年度末差６億38
百万円増）無形固定資産のうち、のれんが56億31百万円（前連結会計年度末差32億88百万円増）と、投資その他の資

産のうち投資有価証券が144億57百万円（前連結会計年度末差６億38百万円増）となったこと等によるものであります。 
（省略） 

（純資産） 
当第２四半期末における純資産は801億34百万円（前連結会計年度末差18億97百万円増）（前連結会計年度比2.4％増）

となり、自己資本比率は前連結会計年度末の38.3％から40.8％になりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結会計期間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、185億99百万円であ

り、前年同四半期に比べ、28億66百万円の増加となりました。 
なお、第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

①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、42億25百万円（前連結会計年度末差16億36百万円の収入増、（前年同期差16億36百

万円の収入増）となりました。 
これは、税金等調整前四半期純利益 26 億 55 百万円、及び売上債権の減少額 52 億 83 百万円（前年同期差 28 億 71

百万円収入増）、仕入債務の減少額 15 億 91 百万円（前年同期差 15 億 28 百万円支出減）及び未払人件費の減少額 34
億 88 百万円（前年同期差 34 億 36 百万円支出増）によるものであります。 
 （省略） 
 

〈修正後〉 
（資産） 

当第２四半期末における総資産は1,708億２百万円（前連結会計年度末差69億93百万円減）となりました。その内訳

は、流動資産が573億円（前連結会計年度末差108億48百万円減）、固定資産が1,135億円（前連結会計年度末差38億53
百万円増）であります。 

流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が186億６百万円（前連結会計年度末差67億47百万円減）と、受取手形及

び売掛金が241億30百万円（前連結会計年度末差61億31百万円減）、仕掛品が49億58百万円（前連結会計年度末差19
億30百万円増）となったこと等によるものであります。 

固定資産の主な変動要因は、投資その他の資産のうち、投資有価証券が144億57百万円（前連結会計年度末差６億38
百万円増）無形固定資産のうち、のれんが56億31百万円（前連結会計年度末差32億88百万円増）と、投資その他の資

産のうち投資有価証券が144億57百万円（前連結会計年度末差６億38百万円増）となったこと等によるものであります。 
（省略） 

（純資産） 
当第２四半期末における純資産は800億92百万円（前連結会計年度末差18億55百万円増）（前連結会計年度比2.4％増）

となり、自己資本比率は前連結会計年度末の38.3％から40.8％になりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結会計期間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、185億99百万円であ

り、前年同四半期に比べ、28億66百万円の増加となりました。 
なお、第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

①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、42億25百万円（前連結会計年度末差16億36百万円の収入増、（前年同期差16億36百

万円の収入増）となりました。 
これは、税金等調整前四半期純利益 25 億 84 百万円、及び売上債権の減少額 52 億 83 百万円（前年同期差 28 億 71

百万円収入増）、仕入債務の減少額 15 億 91 百万円（前年同期差 15 億 28 百万円支出減）及び未払人件費の減少額 34
億 88 百万円（前年同期差 34 億 36 百万円支出増）によるものであります。 

（省略） 
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・６ページ 

５．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

〈修正前〉 

  （単位：千円）

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

（中略）  

  その他 9,550,710  8,736,837

（中略）  

  流動資産合計 57,342,300  68,149,181

（中略）  

 資産合計 170,844,430  177,795,818

 

〈修正後〉 

  （単位：千円）

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

（中略）  

  その他 9,579,410  8,736,837

（中略）  

  流動資産合計 57,300,310  68,149,181

（中略）  

 資産合計 170,802,440  177,795,818
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・８ページ 

（1）四半期連結貸借対照表 

〈修正前〉 

  （単位：千円）

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

（負債の部）  

（中略）  

（純資産の部）  

 株主資本  

（中略）  

  利益剰余金 32,327,638  31,525,608

（中略）  

  株主資本合計 78,866,418  78,064,962

（中略）  

 純資産合計 80,134,410  78,236,805

負債純資産合計 170,844,430  177,795,818

 
 
〈修正後〉 

  （単位：千円）

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

（負債の部）  

（中略）  

（純資産の部）  

 株主資本  

（中略）  

  利益剰余金 32,302,276  31,525,608

（中略）  

  株主資本合計 78,841,057  78,064,962

（中略）  

 純資産合計 80,092,420  78,236,805

負債純資産合計 170,802,440  177,795,818
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・９ページ 

（2）四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

〈修正前〉 

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

（中略）  

特別損失  

 投資有価証券評価損 9,750  －

 関係会社整理損 －  66,931

 のれん償却額 －  8,746

 持分変動損失 3,263  －

 特別損失合計 13,013  75,677

税金等調整前四半期純利益 3,522,809  2,655,089

法人税、住民税及び事業税 1,636,664  1,114,986

法人税等調整額 127,218  △289,507

法人税等合計 1,763,883  825,479

少数株主利益 622,241  549,275

四半期純利益 1,136,684  1,280,333

 

〈修正後〉 

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

（中略）  

特別損失  

 投資有価証券評価損 9,750  －

 関係会社整理損 －  66,931

 のれん償却額 －  8,746

 持分変動損失 3,263  －

 貸倒引当金繰入額 －  70,689

 特別損失合計 13,013  146,367

税金等調整前四半期純利益 3,522,809  2,584,399

法人税、住民税及び事業税 1,636,664  1,114,986

法人税等調整額 127,218  △318,207

法人税等合計 1,763,883  796,779

少数株主利益 622,241  532,648

四半期純利益 1,136,684  1,254,971
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・11 ページ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

〈修正前〉 
  (単位:千円) 

 
前第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 3,522,809  2,655,089

（中略）  

 その他 △310,943  △1,398,149

 小計 4,975,111  4,843,156

（後略）  

 

〈修正後〉 
  (単位:千円) 

 
前第２四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 3,522,809  2,584,399

（中略）  

 その他 △310,943  △1,327,459

 小計 4,975,111  4,843,156

（後略）  

 

 

－7－



平成22年3月期 第2四半期決算短信
平成21年11月5日

上場会社名 富士ソフト株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9749 URL http://www.fsi.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 白石 晴久
問合せ先責任者（役職名） 企画部 経財室長 （氏名） 内藤 達也 TEL 045-650-8811(代)
四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日 配当支払開始予定日 平成21年12月10日

（百万円未満切捨て）

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 72,432 △13.0 1,636 △58.2 1,616 △54.3 1,254 10.4
21年3月期第2四半期 83,221 ― 3,910 ― 3,535 ― 1,136 ―

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3月期第2四半期 39.36 ―
21年3月期第2四半期 34.14 34.13

(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
22年3月期第2四半期 170,802 80,092 40.8 2,183.36

21年3月期 177,795 78,236 38.3 2,137.03
（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  69,618百万円 21年3月期  68,141百万円

2.  配当の状況
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3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期
（予想） ― 5.00 10.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
（％表示は対前期増減率）

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 145,000 △12.2 3,600 △50.8 3,600 △45.4 3,700 318.8 116.04

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無



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）  有

新規 2社 （社名
CYBERNET HOLDINGS CANAD
A,INC./WATERLOO MAPLE INC
.

） 除外 ―社 （社名 ）

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。

(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、５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）
① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有
（注）詳細は、５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）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 35,746,329株 21年3月期 35,746,329株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 3,860,556株 21年3月期 3,860,219株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 31,885,985株 21年3月期第2四半期 33,295,234株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等
は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参考下さ
い。



５．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,606,505 25,354,026

受取手形及び売掛金 24,130,180 30,261,853

有価証券 311,004 398,275

商品 136,196 661,644

仕掛品 4,958,242 3,027,621

原材料及び貯蔵品 32,667 45,239

その他 9,579,410 8,736,837

貸倒引当金 △453,897 △336,317

流動資産合計 57,300,310 68,149,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 57,747,533 57,464,568

減価償却累計額 △15,726,713 △14,541,722

建物及び構築物（純額） 42,020,820 42,922,846

土地 30,576,982 30,576,982

建設仮勘定 743,278 134,439

その他 13,244,487 12,343,371

減価償却累計額 △7,613,310 △6,839,199

その他（純額） 5,631,177 5,504,172

有形固定資産合計 78,972,258 79,138,441

無形固定資産   

のれん 5,631,891 2,343,126

ソフトウエア 6,991,925 6,938,991

その他 825,862 817,930

無形固定資産合計 13,449,679 10,100,049

投資その他の資産   

投資有価証券 14,457,433 13,819,395

その他 6,689,525 6,660,600

貸倒引当金 △68,778 △71,849

投資その他の資産合計 21,078,181 20,408,146

固定資産合計 113,500,119 109,646,637

繰延資産   

社債発行費 2,010 －

繰延資産合計 2,010 －

資産合計 170,802,440 177,795,818



(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,360,057 9,946,231

短期借入金 31,919,236 55,315,100

1年内返済予定の長期借入金 5,981,840 1,686,892

1年内償還予定の社債 68,400 －

未払費用 5,863,063 9,827,012

未払法人税等 1,284,001 1,250,069

役員賞与引当金 51,886 160,019

工事損失引当金 1,581,061 －

その他 4,575,124 5,564,414

流動負債合計 59,684,671 83,749,740

固定負債   

社債 143,200 －

長期借入金 22,157,901 7,839,908

退職給付引当金 4,758,523 4,619,259

役員退職慰労引当金 425,116 379,982

その他 3,540,607 2,970,122

固定負債合計 31,025,348 15,809,272

負債合計 90,710,019 99,559,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,200,289 26,200,289

資本剰余金 28,438,965 28,438,965

利益剰余金 32,302,276 31,525,608

自己株式 △8,100,474 △8,099,900

株主資本合計 78,841,057 78,064,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △136,360 △890,801

繰延ヘッジ損益 △307 18,533

土地再評価差額金 △9,051,263 △9,051,263

為替換算調整勘定 △35,061 －

評価・換算差額等合計 △9,222,992 △9,923,531

新株予約権 77,610 46,566

少数株主持分 10,396,746 10,048,808

純資産合計 80,092,420 78,236,805

負債純資産合計 170,802,440 177,795,818



(2) 四半期連結損益計算書 
第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 83,221,219 72,432,161

売上原価 62,735,089 56,512,065

売上総利益 20,486,130 15,920,096

販売費及び一般管理費 16,575,765 14,284,090

営業利益 3,910,364 1,636,006

営業外収益   

受取利息 31,045 8,956

受取配当金 54,996 40,829

為替差益 － 107,340

持分法による投資利益 － 151,073

受取賃貸料 670,775 17,354

その他 202,102 238,750

営業外収益合計 958,918 564,305

営業外費用   

支払利息 398,432 457,361

持分法による投資損失 362,916 －

賃貸料原価 390,688 －

為替差損 26,764 －

その他 154,659 126,618

営業外費用合計 1,333,461 583,980

経常利益 3,535,822 1,616,331

特別利益   

投資有価証券売却益 － 314,435

受取補償金 － 800,000

特別利益合計 － 1,114,435

特別損失   

投資有価証券評価損 9,750 －

関係会社整理損 － 66,931

のれん償却額 － 8,746

持分変動損失 3,263 －

貸倒引当金繰入額 － 70,689

特別損失合計 13,013 146,367

税金等調整前四半期純利益 3,522,809 2,584,399

法人税、住民税及び事業税 1,636,664 1,114,986

法人税等調整額 127,218 △318,207

法人税等合計 1,763,883 796,779

少数株主利益 622,241 532,648

四半期純利益 1,136,684 1,254,971



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 3,522,809 2,584,399

減価償却費 3,385,708 3,240,476

のれん償却額 534,105 571,910

退職給付引当金の増減額（△は減少） 120,198 82,039

支払利息 398,432 457,361

投資有価証券売却損益（△は益） － △314,435

投資有価証券評価損益（△は益） 9,750 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,412,080 5,283,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 150,371 △1,334,762

仕入債務の増減額（△は減少） △3,119,989 △1,591,449

未払人件費の増減額（△は減少） △52,036 △3,488,891

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,267,038 △720,766

長期前払費用の増減額（△は減少） △808,336 △179,700

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 1,581,061

その他 △310,943 △1,327,459

小計 4,975,111 4,843,156

補償金の受取額 － 800,000

利息及び配当金の受取額 146,172 66,226

利息の支払額 △393,857 △360,317

法人税等の支払額 △2,138,207 △1,123,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,589,218 4,225,868

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 △1,164,771 △1,973,706

無形固定資産の取得による支出 △1,378,769 △1,669,647

有価証券の取得による支出 △2,296,722 －

有価証券の売却による収入 2,495,583 800,000

投資有価証券の取得による支出 △2,273,092 △30,500

投資有価証券の売却による収入 42,020 1,167,037

新規連結子会社の取得による支出 － △3,364,468

新規連結子会社の取得による収入 － 80,994

その他 △75,327 △187,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,651,080 △5,177,694



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 59,700,000 25,100,000

短期借入金の返済による支出 △59,051,791 △48,571,123

長期借入れによる収入 － 20,200,000

長期借入金の返済による支出 △124,740 △1,793,397

自己株式の取得による支出 △3,444,800 △574

配当金の支払額 △507,699 △488,300

少数株主への配当金の支払額 △284,744 △188,908

その他 △153,298 △153,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,867,074 △5,895,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,540 △18,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,934,476 △6,865,793

現金及び現金同等物の期首残高 21,667,287 25,465,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,732,810 18,599,552
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