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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3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）

営業収益 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2月期第2四半期 23,082 ― 708 ― 665 ― 128 ―
21年2月期第2四半期 23,206 △5.6 747 4.2 626 △31.3 190 ―

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2月期第2四半期 4.56 ―
21年2月期第2四半期 6.56 ―

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2月期第2四半期 54,205 36,816 67.9 1,316.62
21年2月期 55,231 37,101 67.2 1,307.79

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  36,814百万円 21年2月期  37,098百万円

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2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年2月期 ― 10.00
22年2月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

営業収益 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 49,000 △5.0 2,500 8.9 2,550 8.9 850 20.1 30.27
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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、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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想の前提となる条件等については、４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」をご覧ください。 
２．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。 

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2月期第2四半期 30,631,356株 21年2月期 30,631,356株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 2,670,185株 21年2月期 2,263,617株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 28,084,314株 21年2月期第2四半期 28,990,064株
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【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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果による景気持

ち直しの動きが見られましたが、雇用情勢の急激な悪化や、販売価格の下落による企業収益の大幅な

減少が依然として続いており、デフレへの懸念も強まる等、厳しい状況で推移いたしました。個人消

費につきましても、所得水準の低下や雇用情勢の悪化を受け、消費者の購買意欲低迷が続きました。 

 流通業界におきましても、販売価格の見直しやセール比率の高まりから客単価が大きく下落し、売

上高の減少に歯止めが掛からず、非常に厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のなか、当社グループは、第２次中期経営計画初年度となる2009年度、信頼性の高

い企業グループの構築とグループ価値の向上を目指し、事業ごとの重点課題に取り組んでまいりまし

た。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は230億82百万円（前年同期比0.5％減）、営業利

益は７億８百万円（前年同期比5.3％減）、経常利益は６億65百万円（前年同期比6.1％増）、四半期

純利益は１億28百万円（前年同期比32.7％減）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における対前年同期は適用される会計基準が異なるため、参考情

報として記載しております。 

（注）営業収益は、「売上高」と「その他の営業収入」を合計しております。 

 

 事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ブランド事業） 

 エフ・ディ・シィ・プロダクツグループが展開しておりますブランド事業におきましては、百貨店

マーケットの客数減少等の影響を受けた既存ブランドの落ち込みや、バッグ事業における不採算店舗

の撤退もあり、売上高は前年同期を下回ったものの、新規ブランドである「canal４℃」（カナルヨン

ドシィ）と「EAUDOUCE４℃」（オデュースヨンドシィ）は計画を大幅に上回り好調に推移いたしまし

た。また、営業利益は原価率の低減とロスの削減効果等により大幅な改善となりました。 

 以上の結果、ブランド事業における売上高は86億66百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は７

億27百万円（前年同期比11.1％増）となりました。 

 

（アパレルメーカー事業） 

 アスティグループが展開しておりますアパレルメーカー事業におきましては、市況の停滞が続く中

で減収を前提に計画したこともあり、売上高は前年同期を下回りましたが、経費削減や在庫調整に取

り組み利益体質強化の政策を推し進めた結果、営業利益は前年同期より改善となりました。 

 以上の結果、アパレルメーカー事業における売上高は35億52百万円（前年同期比34.5％減）、営業

利益は18百万円（前年同期は営業損失57百万円）となりました。 

 

（リテール事業） 

 リテール事業におきましては、㈱アージュが展開しておりますデイリーファッション事業「パレッ

ト」の新店が好調に推移し既存店の落ち込みをカバーしたこと、また㈱三鈴が連結に加わったことに

より、売上高は前年同期を大幅に上回りましたが、販売価格の下落等による既存店売上高の減少を経

費削減でカバーできず、利益面では損失が拡大いたしました。 

 以上の結果、リテール事業における売上高は83億41百万円（前年同期比52.9％増）、営業損失は１

億53百万円（前年同期は営業損失26百万円）となりました。 

 

（ホールセール事業） 

 ㈱アスティが展開しておりますホールセール事業におきましては、景気が低迷する中で追加受注が

大幅に落ち込んだものの、主力得意先への新規商品提案によるポジション確保とプレゼンテーション

の強化により、売上高はほぼ前年同期並みに推移いたしました。 

 以上の結果、ホールセール事業における売上高は16億47百万円（前年同期比1.2％減）、営業損失は

41百万円（前年同期は営業利益15百万円）となりました。 
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（ディベロッパー事業） 

 ㈱アスティが展開しておりますディベロッパー事業におきましては、メンテナンス管理、テナント

物件のリーシング管理等を行ってまいりましたが、一部賃料改定等もあり売上高、営業利益ともに前

年同期を下回りました。 

 以上の結果、ディベロッパー事業における売上高は８億75百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益

は３億35百万円（前年同期比7.7％減）となりました。 

（注）当該セグメントの「売上高」は「その他の営業収入」を記載しております。 

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２四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、有形固定資産が６

億75百万円減少したこと及び無形固定資産が３億26百万円減少したことにより、前連結会計年度末

と比較して10億25百万円減少し、542億５百万円となりました。負債は主に、支払手形及び買掛金が

４億21百万円減少したこと及び未払法人税等が１億33百万円減少したことにより前連結会計年度末

と比較して７億41百万円減少し、173億88百万円となりました。純資産は主に、自己株式が３億88百

万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して２億84百万円減少し368億16百万円となりま

した。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して４億

58百万円減少し、７億円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、７億２百万円の収入となりました。これは主に、たな卸

資産の減少額６億24百万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億70百万円の支出となりました。これは主に、固定資

産の取得による支出２億35百万円があったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、９億90百万円の支出となりました。これは主に、自己株

式の取得による支出３億88百万円及び配当金の支払額２億94百万円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２月期連結業績予想数値の修正(平成21年３月１日～平成22年２月28日) 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

 

前回発表予想(A) 

百万円

52,000

百万円

2,500

百万円

2,550

百万円 

850 

円 銭

30.17

今回修正予想(B) 49,000 2,500 2,550 850 30.27

増減額(B－A) △3,000 － － － －

増減率（％） △5.8 － － － －

（参考）前期連結実績 

(平成21年２月期) 
51,557 2,294 2,341 707 24.54

 今後の見通しにつきましては、第３四半期以降も早期の景気回復は望めず、個人消費の低迷等、

厳しい状況は継続するものと予測されますので、業績予想を保守的に見直した結果、営業収益につ

きまして平成21年４月13日に公表いたしました通期の業績予想を修正いたします。一方、利益面に

つきましては、グループ全体での売上総利益の改善、販売費及び一般管理費の見直し等により前回

発表予想通り増益を達成する見通しであります。 
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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） 

 該当事項はありません。 
 

(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 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定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 

 該当事項はありません。 

 

(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 

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）に変更しております。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

 

 ③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の適用 

第１四半期連結会計期間より「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 平成18年５月17日）を適用しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 
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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：千円)

当第２四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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 700,270 895,894

受取手形及び売掛金 3,479,813 3,403,014

商品及び製品 5,649,382 6,235,077

仕掛品 239,875 240,788

原材料及び貯蔵品 437,911 474,180

その他 2,494,801 1,730,121

貸倒引当金 △9,712 △10,340

流動資産合計 12,992,343 12,968,737

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,560,719 6,228,442

土地 6,057,585 6,060,262

その他（純額） 338,152 343,019

有形固定資産合計 11,956,457 12,631,724

無形固定資産   

のれん 8,643,877 8,922,521

その他 492,941 541,099

無形固定資産合計 9,136,819 9,463,621

投資その他の資産   

投資有価証券 13,467,051 13,319,315

前払年金費用 2,021,729 2,043,372

その他 5,285,657 5,512,844

貸倒引当金 △654,311 △708,455

投資その他の資産合計 20,120,127 20,167,076

固定資産合計 41,213,404 42,262,422

資産合計 54,205,748 55,231,159
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(単位：千円)

当第２四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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,458,500 3,880,093

短期借入金 6,505,965 6,525,985

1年内償還予定の社債 195,000 295,000

未払法人税等 570,389 704,192

賞与引当金 341,646 415,805

役員賞与引当金 34,346 38,700

その他 2,537,846 2,369,707

流動負債合計 13,643,694 14,229,484

固定負債   

社債 22,500 45,000

長期借入金 535,910 638,158

退職給付引当金 488,362 472,161

役員退職慰労引当金 374,057 339,538

その他 2,324,316 2,405,569

固定負債合計 3,745,146 3,900,427

負債合計 17,388,841 18,129,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,486,520 2,486,520

資本剰余金 18,300,326 18,300,303

利益剰余金 18,155,936 18,322,785

自己株式 △2,099,216 △1,710,590

株主資本合計 36,843,566 37,399,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 246,361 △29,879

繰延ヘッジ損益 △11,155 10,845

土地再評価差額金 △264,512 △264,512

為替換算調整勘定 79 △16,503

評価・換算差額等合計 △29,227 △300,049

少数株主持分 2,566 2,278

純資産合計 36,816,906 37,101,248

負債純資産合計 54,205,748 55,231,159

― 7 ―

㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス（8008） 平成22年２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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 22,197,026

売上原価 10,774,356

売上総利益 11,422,670

その他の営業収入 885,912

営業総利益 12,308,582

販売費及び一般管理費 11,600,440

営業利益 708,141

営業外収益  

受取利息 1,981

受取配当金 28,542

投資不動産賃貸料 54,150

為替差益 4,145

その他 25,267

営業外収益合計 114,087

営業外費用  

支払利息 46,240

持分法による投資損失 97,350

その他 13,407

営業外費用合計 156,999

経常利益 665,230

特別利益  

固定資産売却益 327

貸倒引当金戻入額 3,923

権利金収入 880,000

その他 1,780

特別利益合計 886,031

特別損失  

固定資産売却損 1,232

固定資産除却損 100,793

投資有価証券評価損 158,485

減損損失 37,983

店舗閉鎖損失 13,566

固定資産臨時償却費 459,986

建物解体費用 380,000

その他 8,419

特別損失合計 1,160,467

税金等調整前四半期純利益 390,795

法人税、住民税及び事業税 544,717

法人税等調整額 △282,231

法人税等合計 262,486

少数株主利益 288

四半期純利益 128,020
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３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 390,795

減損損失 37,983

固定資産臨時償却費 459,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,771

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,238

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,158

その他の引当金の増減額（△は減少） 30,164

受取利息及び受取配当金 △30,524

支払利息 46,240

建物解体費用 380,000

持分法による投資損益（△は益） 97,350

為替差損益（△は益） 13,844

投資有価証券評価損益（△は益） 158,485

権利金収入 △880,000

固定資産除却損 100,793

固定資産売却損益（△は益） 904

売上債権の増減額（△は増加） △32,708

たな卸資産の増減額（△は増加） 624,085

仕入債務の増減額（△は減少） △422,048

その他 445,806

小計 1,329,469

利息及び配当金の受取額 84,908

利息の支払額 △43,208

法人税等の支払額 △669,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,068

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △235,668

固定資産の売却による収入 5,096

投資有価証券の取得による支出 △9,255

その他 69,458

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,369

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 △122,267

社債の償還による支出 △122,500

自己株式の取得による支出 △388,748

配当金の支払額 △294,869

その他 △62,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △990,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458,882

現金及び現金同等物の期首残高 1,159,152

現金及び現金同等物の四半期末残高 700,270
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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 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

ブランド事業 アパレル 

メーカー事業
リテール事業 ホールセール

事業 
ディベロッパー

事業 計 
消去又は 

全社 
連結 

 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する

売上高 
8,666,504 3,552,253 8,341,404 1,647,109 875,667 23,082,939 － 23,082,939

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
27,189 594,972 67,868 317,800 80,254 1,088,084 (1,088,084) －

計 8,693,693 4,147,225 8,409,272 1,964,910 955,922 24,171,024 (1,088,084) 23,082,939

営業利益又は 

営業損失(△) 
727,390 18,824 △153,539 △41,557 335,133 886,252 (178,110) 708,141

(注) １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

３ 各事業の主要な製品等 

(1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ等の企画・製造・販売 

(2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、 

玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 

(3) リテール事業………………婦人服等の企画・製造・販売、紳士服、子供服、実用(肌着・靴下等)、 

服飾品、寝装品、和装品、その他の販売及び飲食業 

(4) ホールセール事業…………婦人服、紳士服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、 

その他の卸売 

(5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 

 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 
 

(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の適用) 

第１四半期連結会計期間より「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の適

用」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略し

ております。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

(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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日） 

 

 

 

区分 金額（千円）  

[営業収益] [23,206,271]

Ⅰ 売上高 22,270,703

Ⅱ 売上原価 11,902,369

   売上総利益 10,368,333

Ⅲ その他の営業収入 935,567

   営業総利益 11,303,901

Ⅳ 販売費及び一般管理費 10,556,033

   営業利益 747,868

Ⅴ 営業外収益 

  １ 受取利息 2,358

  ２ 受取配当金 37,009

  ３ 固定資産賃貸料収入 36,870

  ４ 為替差益 25,923

  ５ その他 44,882 147,133

Ⅵ 営業外費用 

  １ 支払利息 45,454

  ２ 持分法による投資損失 204,402

  ３ その他 18,443 268,300

   経常利益 626,700

Ⅶ 特別利益 

  １ 固定資産売却益 2,556

  ２ 役員退職慰労引当金戻入額 7,445

  ３ その他 654 10,656

Ⅷ 特別損失 

  １ 固定資産除却損 27,331

  ２ 減損損失 120,359

  ３ のれん償却額 70,000

  ４ 投資有価証券売却損 2

  ５ 店舗閉鎖損失 27,351

  ６ その他 3,317 248,363

   税金等調整前中間純利益 388,993

   法人税、住民税及び事業税 329,998

   過年度法人税、住民税及び事業税 14,924

   法人税等調整額 △146,110 198,812

   少数株主損失（△） △71

   中間純利益 190,252
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日） 

区分  金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前中間純利益 388,993

   減価償却費 359,350

   減損損失 120,359

   のれん償却額 344,346

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,529

   賞与引当金の増減額（△は減少） △95,656

   退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,628

   その他引当金の増減額（△は減少） △102,178

   受取利息及び受取配当金 △39,457

   支払利息 45,454

   為替差損益（△は益） △15,009

   持分法による投資損益（△は益） 204,402

   固定資産除却損 27,331

   固定資産売却損益（△は益） △2,556

   投資有価証券売却損益（△は益） 2

   売上債権の増減額（△は増加） △303,215

   たな卸資産の増減額（△は増加） △899,308

   仕入債務の増減額（△は減少） △660,168

   未払消費税等の増減額（△は減少） △87,335

   その他資産の増減額（△は増加） △62,131

   その他負債の増減額(△は減少) △161,939

    小計 △956,813

   利息及び配当金の受取額 130,619

   利息の支払額 △47,155

   法人税等の支払額 △732,797

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,606,146
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前中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日  
 至 平成20年８月31日） 

区分  金額（千円） 

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 △3,013

   有形固定資産の取得による支出 △133,471

   有形固定資産の売却による収入 4,617

   無形固定資産の取得による支出 △33,089

   投資有価証券の取得による支出 △22,202

   投資有価証券の売却による収入 17

   長期前払費用にかかる支出 △4,122

   長期貸付による支出 △2,208

   長期貸付金の回収による収入 10,936

   その他の投資に係る支出 △107,282

   その他投資の回収による収入 196,465

  投資活動によるキャッシュ・フロー △93,351

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増減額（△は減少） 2,451,562

   長期借入金の返済による支出 △62,391

   社債の償還による支出 △90,000

   自己株式売却による収入 26

   自己株式取得による支出 △105,176

   配当金の支払額 △301,917

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,892,102

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,643

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,961

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 649,085

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 839,047
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