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平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期        第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）第１四半期財務・業績の概況（連結）        平成１８年８月２日平成１８年８月２日平成１８年８月２日平成１８年８月２日    

上場会社名上場会社名上場会社名上場会社名    ハウス食品株式会社ハウス食品株式会社ハウス食品株式会社ハウス食品株式会社    （コード番号：２８１０（コード番号：２８１０（コード番号：２８１０（コード番号：２８１０    東・大第１部）東・大第１部）東・大第１部）東・大第１部）    
（ＵＲＬ（ＵＲＬ（ＵＲＬ（ＵＲＬ    http://housefoods.jp/http://housefoods.jp/http://housefoods.jp/http://housefoods.jp/））））            
代 表代 表代 表代 表 者者者者    役職・氏名役職・氏名役職・氏名役職・氏名    代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長            小瀬小瀬小瀬小瀬    昉昉昉昉        
問合せ先責任者問合せ先責任者問合せ先責任者問合せ先責任者    役職・氏名役職・氏名役職・氏名役職・氏名    執行役員総務部長執行役員総務部長執行役員総務部長執行役員総務部長        加藤智一加藤智一加藤智一加藤智一            ＴＥＬ：（０６）６７８８―ＴＥＬ：（０６）６７８８―ＴＥＬ：（０６）６７８８―ＴＥＬ：（０６）６７８８―    １２１４１２１４１２１４１２１４    
１．四半期財務情報の作成等に係る事項１．四半期財務情報の作成等に係る事項１．四半期財務情報の作成等に係る事項１．四半期財務情報の作成等に係る事項    
①会計処理の方法におけ①会計処理の方法におけ①会計処理の方法におけ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無る簡便な方法の採用の有無る簡便な方法の採用の有無る簡便な方法の採用の有無            ：有：有：有：有
法人税等の計上方法は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。法人税等の計上方法は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。法人税等の計上方法は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。法人税等の計上方法は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無    ：無：無：無：無
③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無                            ：有：有：有：有
        ・連結（新規）１社（除外）０社・連結（新規）１社（除外）０社・連結（新規）１社（除外）０社・連結（新規）１社（除外）０社    ・持分法（新規）０社（除外）１社・持分法（新規）０社（除外）１社・持分法（新規）０社（除外）１社・持分法（新規）０社（除外）１社

２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０日）２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０日）２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０日）２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０日）    

(1)(1)(1)(1)経営成績（連結）の進捗状況経営成績（連結）の進捗状況経営成績（連結）の進捗状況経営成績（連結）の進捗状況                                                                                        （単位：百万円未満四捨五入）（単位：百万円未満四捨五入）（単位：百万円未満四捨五入）（単位：百万円未満四捨五入）    

    売売売売    上上上上    高高高高    営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益                        経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益                        四半期（当期）四半期（当期）四半期（当期）四半期（当期）    

純 利 益純 利 益純 利 益純 利 益                            
    百万円百万円百万円百万円            ％％％％    百万円百万円百万円百万円            ％％％％    百万円百万円百万円百万円            ％％％％    百万円百万円百万円百万円            ％％％％    

１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期    55,836    25.9 55,836    25.9 55,836    25.9 55,836    25.9     1,604   180.51,604   180.51,604   180.51,604   180.5    1,600   130.1 1,600   130.1 1,600   130.1 1,600   130.1     1,137   250.2 1,137   250.2 1,137   250.2 1,137   250.2     
１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期    44,341     0.6 44,341     0.6 44,341     0.6 44,341     0.6     572  572  572  572  △△△△61.9 61.9 61.9 61.9     695  695  695  695  △△△△58.5 58.5 58.5 58.5     325  325  325  325  △△△△75.0 75.0 75.0 75.0     
((((参考参考参考参考))))１８年３月期１８年３月期１８年３月期１８年３月期    191,591 191,591 191,591 191,591         3.6 3.6 3.6 3.6     7,275  7,275  7,275  7,275       4.6  4.6  4.6  4.6     8,0468,0468,0468,046       7.5    7.5    7.5    7.5     4,3474,3474,3474,347       1.6    1.6    1.6    1.6     
    

    １株当たり１株当たり１株当たり１株当たり    

四半期（当期）純利益四半期（当期）純利益四半期（当期）純利益四半期（当期）純利益    

潜 在 株 式 調 整 後潜 在 株 式 調 整 後潜 在 株 式 調 整 後潜 在 株 式 調 整 後                                            
１株当たり四半期１株当たり四半期１株当たり四半期１株当たり四半期    
（当期）純利益（当期）純利益（当期）純利益（当期）純利益    

    円円円円                銭銭銭銭    円    銭 

１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期     10    35  10    35  10    35  10    35     －－－－    
１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期     2    96  2    96  2    96  2    96     －－－－    
((((参考参考参考参考))))１８年３月期１８年３月期１８年３月期１８年３月期    38383838      81   81   81   81     －－－－    

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。年同四半期増減率を示しております。年同四半期増減率を示しております。年同四半期増減率を示しております。    
(2)(2)(2)(2)財政状態（連結）の変動状況財政状態（連結）の変動状況財政状態（連結）の変動状況財政状態（連結）の変動状況    

    総総総総    資資資資    産産産産    純純純純    資資資資    産産産産    自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率    １株当たり１株当たり１株当たり１株当たり    

純純純純    資資資資    産産産産    

    百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    ％％％％    円円円円                銭銭銭銭    

１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期    236,006    236,006    236,006    236,006        186,524186,524186,524186,524        77.1        77.1        77.1        77.1         1,657    83  1,657    83  1,657    83  1,657    83     
１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期    208,961    208,961    208,961    208,961        174,871174,871174,871174,871        83.7        83.7        83.7        83.7         1,592    76  1,592    76  1,592    76  1,592    76     
((((参考参考参考参考))))１８年３月期１８年３月期１８年３月期１８年３月期    225,050225,050225,050225,050                184,204        184,204        184,204        184,204            81.9        81.9        81.9        81.9         1,677    05  1,677    05  1,677    05  1,677    05     
（注）当第１四半期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しております。（注）当第１四半期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しております。（注）当第１四半期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しております。（注）当第１四半期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を適用しております。    
            従来の資本の部の合計に相当する金額は、従来の資本の部の合計に相当する金額は、従来の資本の部の合計に相当する金額は、従来の資本の部の合計に相当する金額は、182,006182,006182,006182,006 百万円であります。百万円であります。百万円であります。百万円であります。    
(3)(3)(3)(3)連結キャッシュ･フローの状況連結キャッシュ･フローの状況連結キャッシュ･フローの状況連結キャッシュ･フローの状況    

 営 業 活 動 に よ る営 業 活 動 に よ る営 業 活 動 に よ る営 業 活 動 に よ る                                        
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー    

投 資 活 動 に よ る投 資 活 動 に よ る投 資 活 動 に よ る投 資 活 動 に よ る                                        
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー    

財 務 活 動 に よ る財 務 活 動 に よ る財 務 活 動 に よ る財 務 活 動 に よ る                                        
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー    

現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物現金及び現金同等物    
期末残期末残期末残期末残高高高高    

 
 

百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    

１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期１９年３月期第１四半期    756    756    756    756        △△△△20,223    20,223    20,223    20,223        △△△△2,233    2,233    2,233    2,233        25,041    25,041    25,041    25,041        
１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期１８年３月期第１四半期    △△△△868    868    868    868        △△△△3,842    3,842    3,842    3,842        △△△△2,251    2,251    2,251    2,251        44,665    44,665    44,665    44,665        
((((参考参考参考参考))))１８年３月期１８年３月期１８年３月期１８年３月期    9,795    9,795    9,795    9,795        △△△△12,59012,59012,59012,590            △△△△2,354    2,354    2,354    2,354        46,753    46,753    46,753    46,753        
    
[[[[ご参考ご参考ご参考ご参考]]]]平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）    

    売売売売    上上上上    高高高高    経経経経    常常常常    利利利利    益益益益    当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    １株当たり１株当たり１株当たり１株当たり    

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益    
    百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    百万円百万円百万円百万円    円円円円        銭銭銭銭    

中中中中            間間間間            期期期期    119,000119,000119,000119,000    3,6003,6003,6003,600    2,1002,1002,1002,100     19    13  19    13  19    13  19    13     
通通通通                            期期期期    236,000236,000236,000236,000    8,1008,1008,1008,100    4,4004,4004,4004,400     39    30  39    30  39    30  39    30     

（注）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予（注）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予（注）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予（注）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予
想数値と異なる可能性があります。想数値と異なる可能性があります。想数値と異なる可能性があります。想数値と異なる可能性があります。    
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［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］    

当第１四半期のわが国経済は、企業収益が改善し設備投資意欲がより積極的になるなど、景気は緩やか当第１四半期のわが国経済は、企業収益が改善し設備投資意欲がより積極的になるなど、景気は緩やか当第１四半期のわが国経済は、企業収益が改善し設備投資意欲がより積極的になるなど、景気は緩やか当第１四半期のわが国経済は、企業収益が改善し設備投資意欲がより積極的になるなど、景気は緩やか

な回復基調を示しな回復基調を示しな回復基調を示しな回復基調を示しましたが、一方で米国景気の減速や原油価格の高騰などの影響が懸念される状況が続ましたが、一方で米国景気の減速や原油価格の高騰などの影響が懸念される状況が続ましたが、一方で米国景気の減速や原油価格の高騰などの影響が懸念される状況が続ましたが、一方で米国景気の減速や原油価格の高騰などの影響が懸念される状況が続

いております。いております。いております。いております。    

このような状況のなか、当社グループは、「ウコンの力」や「六甲のおいしい水」をはじめとする健康このような状況のなか、当社グループは、「ウコンの力」や「六甲のおいしい水」をはじめとする健康このような状況のなか、当社グループは、「ウコンの力」や「六甲のおいしい水」をはじめとする健康このような状況のなか、当社グループは、「ウコンの力」や「六甲のおいしい水」をはじめとする健康

食品や飲料を中心に売上を拡大しましたほか、武田食品工業㈱の事業を承継し子会社化したハウスウェ食品や飲料を中心に売上を拡大しましたほか、武田食品工業㈱の事業を承継し子会社化したハウスウェ食品や飲料を中心に売上を拡大しましたほか、武田食品工業㈱の事業を承継し子会社化したハウスウェ食品や飲料を中心に売上を拡大しましたほか、武田食品工業㈱の事業を承継し子会社化したハウスウェ

ルネスフーズ㈱が、当第１四半期より新たに連結対象となった影響もあり、当第１四半期の連結売上高ルネスフーズ㈱が、当第１四半期より新たに連結対象となった影響もあり、当第１四半期の連結売上高ルネスフーズ㈱が、当第１四半期より新たに連結対象となった影響もあり、当第１四半期の連結売上高ルネスフーズ㈱が、当第１四半期より新たに連結対象となった影響もあり、当第１四半期の連結売上高

は５５８億３６百万円と前年同期比２５．９％の増収となりました。は５５８億３６百万円と前年同期比２５．９％の増収となりました。は５５８億３６百万円と前年同期比２５．９％の増収となりました。は５５８億３６百万円と前年同期比２５．９％の増収となりました。    

一方利益面では、ハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴う連結調整勘定償却額が発生一方利益面では、ハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴う連結調整勘定償却額が発生一方利益面では、ハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴う連結調整勘定償却額が発生一方利益面では、ハウスウェルネスフーズ㈱の株式取得に伴う連結調整勘定償却額が発生しましたものしましたものしましたものしましたもの

の、引き続きコストダウンを推進しましたことや、販売促進費を中心に、マーケティングコストが売上の、引き続きコストダウンを推進しましたことや、販売促進費を中心に、マーケティングコストが売上の、引き続きコストダウンを推進しましたことや、販売促進費を中心に、マーケティングコストが売上の、引き続きコストダウンを推進しましたことや、販売促進費を中心に、マーケティングコストが売上

比で低減しましたこと等から、連結営業利益は１６億４百万円、前年同期比１８０．５％の増益、連結比で低減しましたこと等から、連結営業利益は１６億４百万円、前年同期比１８０．５％の増益、連結比で低減しましたこと等から、連結営業利益は１６億４百万円、前年同期比１８０．５％の増益、連結比で低減しましたこと等から、連結営業利益は１６億４百万円、前年同期比１８０．５％の増益、連結

経常利益は１６億円、前年同期比１３０．１％の増益、連結四半期純利益は１１億３７百万円、前年同経常利益は１６億円、前年同期比１３０．１％の増益、連結四半期純利益は１１億３７百万円、前年同経常利益は１６億円、前年同期比１３０．１％の増益、連結四半期純利益は１１億３７百万円、前年同経常利益は１６億円、前年同期比１３０．１％の増益、連結四半期純利益は１１億３７百万円、前年同

期比２５０．２％の増益となりました。期比２５０．２％の増益となりました。期比２５０．２％の増益となりました。期比２５０．２％の増益となりました。    

尚、ハウス食品㈱単独におきましても、売上高、利益面ともに、前年を上回る状況となっております。尚、ハウス食品㈱単独におきましても、売上高、利益面ともに、前年を上回る状況となっております。尚、ハウス食品㈱単独におきましても、売上高、利益面ともに、前年を上回る状況となっております。尚、ハウス食品㈱単独におきましても、売上高、利益面ともに、前年を上回る状況となっております。    

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］        

当第１四半期の財政状態は以下の通りであ当第１四半期の財政状態は以下の通りであ当第１四半期の財政状態は以下の通りであ当第１四半期の財政状態は以下の通りであります。ります。ります。ります。    

総資産は２，３６０億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて１０９億５６百万円の増加となりま総資産は２，３６０億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて１０９億５６百万円の増加となりま総資産は２，３６０億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて１０９億５６百万円の増加となりま総資産は２，３６０億６百万円となり、前連結会計年度末に比べて１０９億５６百万円の増加となりま

した。した。した。した。    

流動資産は新規連結子会社ハウスウェルネスフーズ㈱の株式を取得したことなどにより現金・預金が減流動資産は新規連結子会社ハウスウェルネスフーズ㈱の株式を取得したことなどにより現金・預金が減流動資産は新規連結子会社ハウスウェルネスフーズ㈱の株式を取得したことなどにより現金・預金が減流動資産は新規連結子会社ハウスウェルネスフーズ㈱の株式を取得したことなどにより現金・預金が減

少しましたことから、１０２億４１百万円減少の８５２億６３百万円となりました。固定資産は、ハウ少しましたことから、１０２億４１百万円減少の８５２億６３百万円となりました。固定資産は、ハウ少しましたことから、１０２億４１百万円減少の８５２億６３百万円となりました。固定資産は、ハウ少しましたことから、１０２億４１百万円減少の８５２億６３百万円となりました。固定資産は、ハウ

スウェルネスフーズ㈱の新規連結に伴い連結調整勘定１３８億２百万円（うち６億９０百万円を当第１スウェルネスフーズ㈱の新規連結に伴い連結調整勘定１３８億２百万円（うち６億９０百万円を当第１スウェルネスフーズ㈱の新規連結に伴い連結調整勘定１３８億２百万円（うち６億９０百万円を当第１スウェルネスフーズ㈱の新規連結に伴い連結調整勘定１３８億２百万円（うち６億９０百万円を当第１

四半期に償却）を計上しましたことや、同社の保有する土地をはじめとした有形固定資産が新規連結さ四半期に償却）を計上しましたことや、同社の保有する土地をはじめとした有形固定資産が新規連結さ四半期に償却）を計上しましたことや、同社の保有する土地をはじめとした有形固定資産が新規連結さ四半期に償却）を計上しましたことや、同社の保有する土地をはじめとした有形固定資産が新規連結さ

れましたことなどから、２１１億９７れましたことなどから、２１１億９７れましたことなどから、２１１億９７れましたことなどから、２１１億９７百万円増加の１，５０７億４３百万円となりました。百万円増加の１，５０７億４３百万円となりました。百万円増加の１，５０７億４３百万円となりました。百万円増加の１，５０７億４３百万円となりました。    

負債は４９４億８２百万円となり、前連結会計年度末に比べて９６億５０百万円の増加となりました。負債は４９４億８２百万円となり、前連結会計年度末に比べて９６億５０百万円の増加となりました。負債は４９４億８２百万円となり、前連結会計年度末に比べて９６億５０百万円の増加となりました。負債は４９４億８２百万円となり、前連結会計年度末に比べて９６億５０百万円の増加となりました。

流動負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連結により買掛金と未払金が増加しましたことから、７２流動負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連結により買掛金と未払金が増加しましたことから、７２流動負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連結により買掛金と未払金が増加しましたことから、７２流動負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連結により買掛金と未払金が増加しましたことから、７２

億９０百万円増加の４０８億９４百万円となりました。固定負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連億９０百万円増加の４０８億９４百万円となりました。固定負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連億９０百万円増加の４０８億９４百万円となりました。固定負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連億９０百万円増加の４０８億９４百万円となりました。固定負債はハウスウェルネスフーズ㈱の新規連

結により退職給付引当金が増加しましたことから、２３億６１百万円増加の８５億８８百万円となりま結により退職給付引当金が増加しましたことから、２３億６１百万円増加の８５億８８百万円となりま結により退職給付引当金が増加しましたことから、２３億６１百万円増加の８５億８８百万円となりま結により退職給付引当金が増加しましたことから、２３億６１百万円増加の８５億８８百万円となりま

した。した。した。した。    

少数株主持分を含めた純資産は、配当金の支払い等により利益剰余金が減少しましたものの、新少数株主持分を含めた純資産は、配当金の支払い等により利益剰余金が減少しましたものの、新少数株主持分を含めた純資産は、配当金の支払い等により利益剰余金が減少しましたものの、新少数株主持分を含めた純資産は、配当金の支払い等により利益剰余金が減少しましたものの、新規連結規連結規連結規連結

子会社ハウスウェルネスフーズ㈱に対する少数株主持分が加わりましたことから、前連結会計年度末に子会社ハウスウェルネスフーズ㈱に対する少数株主持分が加わりましたことから、前連結会計年度末に子会社ハウスウェルネスフーズ㈱に対する少数株主持分が加わりましたことから、前連結会計年度末に子会社ハウスウェルネスフーズ㈱に対する少数株主持分が加わりましたことから、前連結会計年度末に

比べて１３億５百万円増加の１，８６５億２４百万円となりました。比べて１３億５百万円増加の１，８６５億２４百万円となりました。比べて１３億５百万円増加の１，８６５億２４百万円となりました。比べて１３億５百万円増加の１，８６５億２４百万円となりました。 
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の８１．９％から７７．１％となり、１株当たり純資産はこの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の８１．９％から７７．１％となり、１株当たり純資産はこの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の８１．９％から７７．１％となり、１株当たり純資産はこの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の８１．９％から７７．１％となり、１株当たり純資産は

１，６７７円５銭から１，６５７円８３銭となりました。１，６７７円５銭から１，６５７円８３銭となりました。１，６７７円５銭から１，６５７円８３銭となりました。１，６７７円５銭から１，６５７円８３銭となりました。    

［業績予想に関する定性的情報等］［業績予想に関する定性的情報等］［業績予想に関する定性的情報等］［業績予想に関する定性的情報等］    

今後の業績予想につきましては、当第１四半期における当社グループの業績は、概ね当初の想定範囲内今後の業績予想につきましては、当第１四半期における当社グループの業績は、概ね当初の想定範囲内今後の業績予想につきましては、当第１四半期における当社グループの業績は、概ね当初の想定範囲内今後の業績予想につきましては、当第１四半期における当社グループの業績は、概ね当初の想定範囲内

で推移しており、平成１８年５月１６日発表の見通しに変更はありません。で推移しており、平成１８年５月１６日発表の見通しに変更はありません。で推移しており、平成１８年５月１６日発表の見通しに変更はありません。で推移しており、平成１８年５月１６日発表の見通しに変更はありません。    

以以以以        上上上上    



１．要約四半期連結貸借対照表１．要約四半期連結貸借対照表１．要約四半期連結貸借対照表１．要約四半期連結貸借対照表
(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）

　　　　

 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 流 　動　 資　 産 《《《《 85,26385,26385,26385,263 》》》》 《《《《 95,50595,50595,50595,505 》》》》 《《《《 △△△△ 10,24110,24110,24110,241 》》》》 《《《《 90,07390,07390,07390,073 》》》》
　　　　 25,04125,04125,04125,041 46,75346,75346,75346,753 △△△△ 21,71221,71221,71221,712 44,66544,66544,66544,665
　　　　 39,72339,72339,72339,723 33,13933,13933,13933,139 6,5846,5846,5846,584 30,52530,52530,52530,525
　　　　 3,1843,1843,1843,184 2,1932,1932,1932,193 991991991991 300300300300
　　　　 12,45712,45712,45712,457 9,4899,4899,4899,489 2,9682,9682,9682,968 10,21410,21410,21410,214
　　　　 1,9211,9211,9211,921 1,9171,9171,9171,917 4444 1,8371,8371,8371,837

2,9402,9402,9402,940 2,0152,0152,0152,015 924924924924 2,5332,5332,5332,533
　　　　 △△△△ 2222 △△△△ 1111 △△△△ 1111 △△△△ 1111

 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 固　 定　 資　 産 《《《《 150,743150,743150,743150,743 》》》》 《《《《 129,545129,545129,545129,545 》》》》 《《《《 21,19721,19721,19721,197 》》》》 《《《《 118,888118,888118,888118,888 》》》》
有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産有 形 固 定 資 産 （（（（ 64,37664,37664,37664,376 ）））） （（（（ 54,31554,31554,31554,315 ）））） （（（（ 10,06010,06010,06010,060 ）））） （（（（ 52,80652,80652,80652,806 ））））

19,97319,97319,97319,973 19,57519,57519,57519,575 397397397397 20,09620,09620,09620,096
13,08113,08113,08113,081 12,25212,25212,25212,252 829829829829 11,22111,22111,22111,221
26,96926,96926,96926,969 18,85518,85518,85518,855 8,1148,1148,1148,114 18,81718,81718,81718,817
3,1513,1513,1513,151 2,5582,5582,5582,558 593593593593 1,7051,7051,7051,705
1,2021,2021,2021,202 1,0761,0761,0761,076 126126126126 967967967967

無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産無 形 固 定 資 産 （（（（ 14,77014,77014,77014,770 ）））） （（（（ 1,4531,4531,4531,453 ）））） （（（（ 13,31713,31713,31713,317 ）））） （（（（ 1,1221,1221,1221,122 ））））

794794794794 712712712712 81818181 752752752752
517517517517 403403403403 114114114114 88888888

13,12313,12313,12313,123 12121212 13,11113,11113,11113,111 14141414
336336336336 326326326326 11111111 268268268268

投 資 そ の 他 の 資 産投 資 そ の 他 の 資 産投 資 そ の 他 の 資 産投 資 そ の 他 の 資 産 （（（（ 71,59771,59771,59771,597 ）））） （（（（ 73,77773,77773,77773,777 ）））） （（（（ △△△△ 2,1802,1802,1802,180 ）））） （（（（ 64,96064,96064,96064,960 ））））

65,96165,96165,96165,961 68,38668,38668,38668,386 △△△△ 2,4262,4262,4262,426 59,19359,19359,19359,193
39393939 15151515 25252525 16161616
441441441441 425425425425 16161616 668668668668

2,6002,6002,6002,600 2,6002,6002,6002,600 －－－－ 2,6002,6002,6002,600
32323232 －－－－ 32323232 －－－－

2,7112,7112,7112,711 2,5382,5382,5382,538 173173173173 2,7772,7772,7772,777
△△△△ 187187187187 △△△△ 187187187187 0000 △△△△ 295295295295

236,006236,006236,006236,006 225,050225,050225,050225,050 10,95610,95610,95610,956 208,961208,961208,961208,961

そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 資資資資 産産産産

四　半　期　連　結　財　務　諸　表　等四　半　期　連　結　財　務　諸　表　等四　半　期　連　結　財　務　諸　表　等四　半　期　連　結　財　務　諸　表　等

資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部資　　　　産　　　　の　　　　部

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目 当第１四半期末当第１四半期末当第１四半期末当第１四半期末 前連結会計年度末前連結会計年度末前連結会計年度末前連結会計年度末 前第１四半期末前第１四半期末前第１四半期末前第１四半期末
（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）

受受受受 取取取取 手手手手 形形形形 ・・・・ 売売売売 掛掛掛掛 金金金金

有有有有 価価価価 証証証証 券券券券

たたたた なななな 卸卸卸卸 資資資資 産産産産

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産

増　減増　減増　減増　減
（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）

現現現現 金金金金 ・・・・ 預預預預 金金金金

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金

建建建建 物物物物 ・・・・ 構構構構 築築築築 物物物物

土土土土 地地地地

機機機機 械械械械 装装装装 置置置置 ・・・・ 運運運運 搬搬搬搬 具具具具

建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定

そそそそ のののの 他他他他 のののの 有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

ソソソソ フフフフ トトトト ウウウウ ェェェェ アアアア

ソソソソ フフフフ トトトト ウウウウ ェェェェ アアアア 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 資資資資 産産産産

長長長長 期期期期 定定定定 期期期期 預預預預 金金金金

そそそそ のののの 他他他他 のののの 投投投投 資資資資 等等等等

連連連連 結結結結 調調調調 整整整整 勘勘勘勘 定定定定

そそそそ のののの 他他他他 のののの 無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券

長長長長 期期期期 貸貸貸貸 付付付付 金金金金

前前前前 払払払払 年年年年 金金金金 費費費費 用用用用

貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金

資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計資    産    合    計

3333



(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）(単位：百万円）

　　　　 　　　　

《《《《 40,89440,89440,89440,894 》》》》 《《《《 33,60433,60433,60433,604 》》》》 《《《《 7,2907,2907,2907,290 》》》》 《《《《 30,27530,27530,27530,275 》》》》
　　　　 22,72422,72422,72422,724 17,25117,25117,25117,251 5,4735,4735,4735,473 16,52616,52616,52616,526
　　　　 13,52613,52613,52613,526 11,61711,61711,61711,617 1,9091,9091,9091,909 10,57610,57610,57610,576
　　　　 956956956956 1,7421,7421,7421,742 △△△△ 786786786786 428428428428
　　　　 3,6883,6883,6883,688 2,9942,9942,9942,994 694694694694 2,7452,7452,7452,745

《《《《 8,5888,5888,5888,588 》》》》 《《《《 6,2276,2276,2276,227 》》》》 《《《《 2,3612,3612,3612,361 》》》》 《《《《 2,8542,8542,8542,854 》》》》
840840840840 1,0061,0061,0061,006 △△△△ 166166166166 960960960960

3,5293,5293,5293,529 821821821821 2,7082,7082,7082,708 1,5791,5791,5791,579
3,5243,5243,5243,524 4,0704,0704,0704,070 △△△△ 546546546546 1111
695695695695 330330330330 365365365365 314314314314

49,48249,48249,48249,482 39,83239,83239,83239,832 9,6509,6509,6509,650 33,12833,12833,12833,128

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 1,0141,0141,0141,014 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 962962962962 》》》》

　　　　 　　　　

《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 9,9489,9489,9489,948 》》》》
《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,86823,86823,86823,868 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 23,86823,86823,86823,868 》》》》
《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 141,687141,687141,687141,687 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 137,665137,665137,665137,665 》》》》
《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 10,17210,17210,17210,172 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 5,3175,3175,3175,317 》》》》
《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 △△△△ 181181181181 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 △△△△ 644644644644 》》》》
《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 △△△△ 1,2911,2911,2911,291 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 △△△△ 1,2831,2831,2831,283 》》》》

－－－－ 184,204184,204184,204184,204 －－－－ 174,871174,871174,871174,871

－－－－ 225,050225,050225,050225,050 －－－－ 208,961208,961208,961208,961

　　　　 　　　　

《《《《 172,850172,850172,850172,850 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

9,9489,9489,9489,948 －－－－ －－－－ －－－－
23,86823,86823,86823,868 －－－－ －－－－ －－－－
140,327140,327140,327140,327 －－－－ －－－－ －－－－

△△△△ 1,2931,2931,2931,293 －－－－ －－－－ －－－－
《《《《 9,1559,1559,1559,155 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

9,3549,3549,3549,354 －－－－ －－－－ －－－－
△△△△ 199199199199 －－－－ －－－－ －－－－

《《《《 4,5184,5184,5184,518 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》 《《《《 －－－－ 》》》》

186,524186,524186,524186,524 －－－－ －－－－ －－－－

236,006236,006236,006236,006 －－－－ －－－－ －－－－

（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）（Ｈ17.6.30現在）
増　減増　減増　減増　減

純　資　産　合　計純　資　産　合　計純　資　産　合　計純　資　産　合　計

株   主   資   本株   主   資   本株   主   資   本株   主   資   本

評評評評価価価価・・・・換換換換算算算算差差差差額額額額等等等等

純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部純　　　資　　　産　　　の　　　部

未未未未 払払払払 金金金金

（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）（Ｈ18.6.30現在）

少　　数　　株　　主　　持　　分少　　数　　株　　主　　持　　分少　　数　　株　　主　　持　　分少　　数　　株　　主　　持　　分

少少少少 数数数数 株株株株 主主主主 持持持持 分分分分

負 債・純 資 産 合 計負 債・純 資 産 合 計負 債・純 資 産 合 計負 債・純 資 産 合 計

未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等

そそそそ のののの 他他他他 のののの 流流流流 動動動動 負負負負 債債債債

役役役役 員員員員 退退退退 職職職職 慰慰慰慰 労労労労 引引引引 当当当当 金金金金

退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金

固   定   負   債固   定   負   債固   定   負   債固   定   負   債

繰繰繰繰 延延延延 税税税税 金金金金 負負負負 債債債債
そそそそ のののの 他他他他 のののの 固固固固 定定定定 負負負負 債債債債

少少少少 数数数数 株株株株 主主主主 持持持持 分分分分

負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計負    債    合    計

支支支支 払払払払 手手手手 形形形形 ・・・・ 買買買買 掛掛掛掛 金金金金

流   動   負   債流   動   負   債流   動   負   債流   動   負   債

負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部負　　　　債　　　　の　　　　部

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目 当第１四半期末当第１四半期末当第１四半期末当第１四半期末 前連結会計年度末前連結会計年度末前連結会計年度末前連結会計年度末 前第１四半期末前第１四半期末前第１四半期末前第１四半期末
（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）（Ｈ18.3.31現在）

資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部資　　　　本　　　　の　　　　部

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

為為為為替替替替換換換換算算算算調調調調整整整整勘勘勘勘定定定定
自自自自 己己己己 株株株株 式式式式

そそそそ のののの 他他他他 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 評評評評 価価価価 差差差差 額額額額金金金金

そそそそのののの他他他他有有有有価価価価証証証証券券券券評評評評価価価価差差差差額額額額金金金金

為為為為 替替替替 換換換換 算算算算 調調調調 整整整整 勘勘勘勘 定定定定

資　　本    合    計資　　本    合    計資　　本    合    計資　　本    合    計

負債・少数株主持分及び資本合計負債・少数株主持分及び資本合計負債・少数株主持分及び資本合計負債・少数株主持分及び資本合計

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

自自自自 己己己己 株株株株 式式式式
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２．要約四半期連結損益計算書２．要約四半期連結損益計算書２．要約四半期連結損益計算書２．要約四半期連結損益計算書
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

売       上       高売       上       高売       上       高売       上       高 55,83655,83655,83655,836 44,34144,34144,34144,341 11,49511,49511,49511,495 191,591191,591191,591191,591
売    上    原    価売    上    原    価売    上    原    価売    上    原    価 29,30529,30529,30529,305 23,41623,41623,41623,416 5,8895,8895,8895,889 100,602100,602100,602100,602
売  上  総  利  益売  上  総  利  益売  上  総  利  益売  上  総  利  益 26,53126,53126,53126,531 20,92520,92520,92520,925 5,6065,6065,6065,606 90,98990,98990,98990,989

販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費 24,92724,92724,92724,927 20,35320,35320,35320,353 4,5744,5744,5744,574 83,71483,71483,71483,714
営 　業 　 利 　益営 　業 　 利 　益営 　業 　 利 　益営 　業 　 利 　益 1,6041,6041,6041,604 572572572572 1,0321,0321,0321,032 7,2757,2757,2757,275

営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益営  業  外  収  益
受受受受 取取取取 利利利利 息息息息 ・・・・ 配配配配 当当当当 金金金金 42424242 63636363 △△△△ 21212121 822822822822
そそそそ のののの 他他他他 114114114114 115115115115 △△△△ 2222 571571571571

営  業  外  費  用営  業  外  費  用営  業  外  費  用営  業  外  費  用
支支支支 払払払払 利利利利 息息息息 1111 3333 △△△△ 2222 6666
持持持持分分分分法法法法にににによよよよるるるる投投投投資資資資損損損損失失失失 121121121121 13131313 108108108108 236236236236
そそそそ のののの 他他他他 37373737 39393939 △△△△ 2222 380380380380

経    常    利    益経    常    利    益経    常    利    益経    常    利    益 1,6001,6001,6001,600 695695695695 905905905905 8,0468,0468,0468,046

特   別   利   益特   別   利   益特   別   利   益特   別   利   益
固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 売売売売 却却却却 益益益益 770770770770 0000 769769769769 47474747
貸貸貸貸 倒倒倒倒 引引引引 当当当当 金金金金 戻戻戻戻 入入入入 26262626 3333 24242424 7777
投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 売売売売 却却却却 益益益益 18181818 0000 18181818 28282828
そそそそ のののの 他他他他 8888 1111 7777 61616161

特   別   損   失特   別   損   失特   別   損   失特   別   損   失
固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 除除除除 却却却却 損損損損 23232323 32323232 △△△△ 9999 295295295295
投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券 評評評評 価価価価 損損損損 －－－－ －－－－ －－－－ 4444
ゴゴゴゴルルルルフフフフ会会会会員員員員権権権権等等等等評評評評価価価価損損損損 －－－－ －－－－ －－－－ 11111111
アアアアドドドドババババイイイイザザザザリリリリーーーー手手手手数数数数料料料料 －－－－ －－－－ －－－－ 218218218218
そそそそ のののの 他他他他 20202020 6666 14141414 82828282

2,3792,3792,3792,379 660660660660 1,7181,7181,7181,718 7,5807,5807,5807,580

826826826826 335335335335 491491491491 3,3153,3153,3153,315

416416416416 1111 415415415415 △△△△ 82828282

1,1371,1371,1371,137 325325325325 812812812812 4,3474,3474,3474,347

科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目科　　　　　目 当第１四半期当第１四半期当第１四半期当第１四半期 前第１四半期前第１四半期前第１四半期前第１四半期 前連結会計年度前連結会計年度前連結会計年度前連結会計年度
（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30） （H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30） （H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）

増　減増　減増　減増　減

四四四四 半半半半 期期期期 （（（（ 当当当当 期期期期 ）））） 純純純純 利利利利 益益益益

税税税税金金金金等等等等調調調調整整整整前前前前四四四四半半半半期期期期（（（（当当当当期期期期））））純純純純利利利利益益益益

法法法法 人人人人 税税税税 等等等等

少少少少 数数数数 株株株株 主主主主 利利利利 益益益益

 5 5 5 5



３．要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書３．要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書３．要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書３．要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

期　　別　　期　　別　　期　　別　　期　　別　　

　　科　　目　　科　　目　　科　　目　　科　　目
 Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益　　　税金等調整前当期純利益　　　税金等調整前当期純利益　　　税金等調整前当期純利益 2,3792,3792,3792,379 660660660660 7,5807,5807,5807,580

　　　減価償却費　　　減価償却費　　　減価償却費　　　減価償却費 1,1711,1711,1711,171 1,0441,0441,0441,044 4,8934,8934,8934,893

　　　連結調整勘定償却額　　　連結調整勘定償却額　　　連結調整勘定償却額　　　連結調整勘定償却額 691691691691 1111 3333

　　　持分法による投資損失　　　持分法による投資損失　　　持分法による投資損失　　　持分法による投資損失 121121121121 13131313 236236236236

　　　投資有価証券・ゴルフ会員権等評価損　　　投資有価証券・ゴルフ会員権等評価損　　　投資有価証券・ゴルフ会員権等評価損　　　投資有価証券・ゴルフ会員権等評価損 － － － － － － － － 15151515

　　　貸倒引当金の減少額　　　貸倒引当金の減少額　　　貸倒引当金の減少額　　　貸倒引当金の減少額 △△△△ 28282828 △△△△ 20202020 △△△△ 128128128128

　　　役員退職慰労引当金の増減額　　　役員退職慰労引当金の増減額　　　役員退職慰労引当金の増減額　　　役員退職慰労引当金の増減額 △△△△ 166166166166 23232323 70707070

　　　退職給付引当金の減少額　　　退職給付引当金の減少額　　　退職給付引当金の減少額　　　退職給付引当金の減少額 △△△△ 540540540540 △△△△ 281281281281 △△△△ 1,0391,0391,0391,039

　　　受取利息及び配当金　　　受取利息及び配当金　　　受取利息及び配当金　　　受取利息及び配当金 △△△△ 42424242 △△△△ 63636363 △△△△ 822822822822

　　　支払利息　　　支払利息　　　支払利息　　　支払利息 1111 3333 6666

　　　為替差損益　　　為替差損益　　　為替差損益　　　為替差損益 10101010 △△△△ 24242424 △△△△ 75757575

　　　有価証券・投資有価証券売却益　　　有価証券・投資有価証券売却益　　　有価証券・投資有価証券売却益　　　有価証券・投資有価証券売却益 △△△△ 18181818 △△△△ 0000 △△△△ 28282828

　　　固定資産売却益　　　固定資産売却益　　　固定資産売却益　　　固定資産売却益 △△△△ 766766766766 △△△△ 0000 △△△△ 46464646

　　　固定資産除却損　　　固定資産除却損　　　固定資産除却損　　　固定資産除却損 23232323 32323232 295295295295

　　　売上債権の増減額　　　売上債権の増減額　　　売上債権の増減額　　　売上債権の増減額 419419419419 2,3332,3332,3332,333 △△△△ 240240240240

　　　たな卸資産の増加額　　　たな卸資産の増加額　　　たな卸資産の増加額　　　たな卸資産の増加額 △△△△ 1,1681,1681,1681,168 △△△△ 833833833833 △△△△ 94949494

　　　仕入債務の増減額　　　仕入債務の増減額　　　仕入債務の増減額　　　仕入債務の増減額 1,3011,3011,3011,301 △△△△ 128128128128 339339339339

　　　未払賞与の増減額　　　未払賞与の増減額　　　未払賞与の増減額　　　未払賞与の増減額 22222222 △△△△ 148148148148 5555

　　　その他資産の増加額　　　その他資産の増加額　　　その他資産の増加額　　　その他資産の増加額 △△△△ 969969969969 △△△△ 1,4171,4171,4171,417 △△△△ 212212212212

　　　その他負債の減少額　　　その他負債の減少額　　　その他負債の減少額　　　その他負債の減少額 △△△△ 294294294294 △△△△ 1,4381,4381,4381,438 △△△△ 214214214214

　　　役員賞与の支払額　　　役員賞与の支払額　　　役員賞与の支払額　　　役員賞与の支払額 △△△△ 81818181 △△△△ 86868686 △△△△ 86868686

　　小　　計　　小　　計　　小　　計　　小　　計 2,0642,0642,0642,064 △△△△ 329329329329 10,45510,45510,45510,455

　　　利息及び配当金の受取額　　　利息及び配当金の受取額　　　利息及び配当金の受取額　　　利息及び配当金の受取額 309309309309 328328328328 930930930930

　　　利息の支払額　　　利息の支払額　　　利息の支払額　　　利息の支払額 △△△△ 4444 △△△△ 15151515 △△△△ 14141414

　　　法人税等の支払額　　　法人税等の支払額　　　法人税等の支払額　　　法人税等の支払額 △△△△ 1,6121,6121,6121,612 △△△△ 852852852852 △△△△ 1,5751,5751,5751,575

　　営業活動によるキャッシュ・フロー　　営業活動によるキャッシュ・フロー　　営業活動によるキャッシュ・フロー　　営業活動によるキャッシュ・フロー 756756756756 △△△△ 868868868868 9,7959,7959,7959,795

 Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有価証券の売却等による収入　　　有価証券の売却等による収入　　　有価証券の売却等による収入　　　有価証券の売却等による収入 － － － － 3,2073,2073,2073,207 3,5073,5073,5073,507

　　　有形固定資産の取得による支出　　　有形固定資産の取得による支出　　　有形固定資産の取得による支出　　　有形固定資産の取得による支出 △△△△ 1,2861,2861,2861,286 △△△△ 2,3172,3172,3172,317 △△△△ 7,3667,3667,3667,366

　　　有形固定資産の売却による収入　　　有形固定資産の売却による収入　　　有形固定資産の売却による収入　　　有形固定資産の売却による収入 995995995995 1111 69696969

　　　無形固定資産の取得による支出　　　無形固定資産の取得による支出　　　無形固定資産の取得による支出　　　無形固定資産の取得による支出 △△△△ 173173173173 △△△△ 93939393 △△△△ 521521521521

　　　投資有価証券の取得による支出　　　投資有価証券の取得による支出　　　投資有価証券の取得による支出　　　投資有価証券の取得による支出 △△△△ 7777 △△△△ 3,0763,0763,0763,076 △△△△ 8,0188,0188,0188,018

　　　投資有価証券の売却による収入　　　投資有価証券の売却による収入　　　投資有価証券の売却による収入　　　投資有価証券の売却による収入 124124124124 0000 1,5161,5161,5161,516

　　　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出　　　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出　　　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出　　　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 △△△△ 19,80019,80019,80019,800 △△△△ 1,5151,5151,5151,515 △△△△ 1,5151,5151,5151,515

　　　子会社の清算による収入　　　子会社の清算による収入　　　子会社の清算による収入　　　子会社の清算による収入 3333 － － － － － － － － 

　　　関係会社への追加出資による支出　　　関係会社への追加出資による支出　　　関係会社への追加出資による支出　　　関係会社への追加出資による支出 △△△△ 81818181 － － － － △△△△ 57575757

　　　貸付けによる支出　　　貸付けによる支出　　　貸付けによる支出　　　貸付けによる支出 － － － － △△△△ 50505050 △△△△ 255255255255

　　　貸付金の回収による収入　　　貸付金の回収による収入　　　貸付金の回収による収入　　　貸付金の回収による収入 － － － － － － － － 50505050

　　投資活動によるキャッシュ・フロー　　投資活動によるキャッシュ・フロー　　投資活動によるキャッシュ・フロー　　投資活動によるキャッシュ・フロー △△△△ 20,22320,22320,22320,223 △△△△ 3,8423,8423,8423,842 △△△△ 12,59012,59012,59012,590

 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　自己株式の取得による支出　　　自己株式の取得による支出　　　自己株式の取得による支出　　　自己株式の取得による支出 △△△△ 2222 △△△△ 1111 △△△△ 9999

　　　配当金の支払額　　　配当金の支払額　　　配当金の支払額　　　配当金の支払額 △△△△ 2,2272,2272,2272,227 △△△△ 2,2462,2462,2462,246 △△△△ 2,4142,4142,4142,414

　　　少数株主からの払込による収入　　　少数株主からの払込による収入　　　少数株主からの払込による収入　　　少数株主からの払込による収入 － － － － － － － － 72727272

　　　少数株主への配当金の支払額　　　少数株主への配当金の支払額　　　少数株主への配当金の支払額　　　少数株主への配当金の支払額 △△△△ 3333 △△△△ 3333 △△△△ 3333

　　財務活動によるキャッシュ・フロー　　財務活動によるキャッシュ・フロー　　財務活動によるキャッシュ・フロー　　財務活動によるキャッシュ・フロー △△△△ 2,2332,2332,2332,233 △△△△ 2,2512,2512,2512,251 △△△△ 2,3542,3542,3542,354

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △△△△ 12121212 90909090 366366366366

 Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △△△△ 21,71221,71221,71221,712 △△△△ 6,8716,8716,8716,871 △△△△ 4,7834,7834,7834,783

 Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 46,75346,75346,75346,753 51,53651,53651,53651,536 51,53651,53651,53651,536

 Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 25,04125,04125,04125,041 44,66544,66544,66544,665 46,75346,75346,75346,753

金　　　額金　　　額金　　　額金　　　額 金　　　額金　　　額金　　　額金　　　額

当第１四半期当第１四半期当第１四半期当第１四半期 前連結会計年度前連結会計年度前連結会計年度前連結会計年度
（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30）（H18.4.1～H18.6.30） （H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）（H17.4.1～H18.3.31）

前第１四半期前第１四半期前第１四半期前第１四半期
（H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30）（H17.4.1～H17.6.30）

金　　　額金　　　額金　　　額金　　　額

 6 6 6 6


