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

22年3月期第1四半期 54,619 △3.2 △3,718 ― △3,765 ― △2,669 ―
21年3月期第1四半期 56,396 ― △3,584 ― △3,566 ― △2,326 ―

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1四半期 △27.83 ―
21年3月期第1四半期 △24.26 ―

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1四半期 210,403 72,256 33.8 740.58
21年3月期 233,546 75,464 31.7 771.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  71,031百万円 21年3月期  74,038百万円

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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.50 ― 7.50 15.00

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

137,000 △6.7 1,500 △63.6 1,200 △68.8 400 △76.0 4.17

通期 310,000 △0.0 16,000 0.7 15,000 △0.8 8,200 ― 85.49
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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  

(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、4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．平成21年5月11日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報による判断および仮定に基
づき算定しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと異なる可能性があることをご承知
おきください。なお、上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の4ページをご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 109,663,524株 21年3月期  109,663,524株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  13,750,957株 21年3月期  13,750,874株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  95,912,600株 21年3月期第1四半期  95,873,943株
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当第1四半期連結会計期間のわが国経済は、一部で持ち直しの動きがみられるものの、世界的な金融危機の影響

や、世界景気の下振れ懸念などのリスク要因を抱え、先行きは依然として厳しく、不透明な状況が続いておりま

す。 

情報サービス市場においても、企業業績の悪化を受け、情報システムへの投資意欲は後退傾向にあり、「先送

り」、「予算削減」、および「投資対効果（ROI）効率の高い内容への限定」等、慎重な姿勢が続いていることか

ら、経営環境は厳しさを増しております。 

このような環境において、日本ユニシスグループは、お客さまと価値を共有するという経営コンセプト（U&U®：

Users&Unisys）のもと、「高成長企業集団への脱皮」という将来ビジョンを掲げ、この実現に向け、当社基盤事業

である「システムインテグレーション事業の強化」とともに、「ICT（Information and Communication 

Technology）市場での事業領域の拡大」と「企業体質の強化」を重点施策とし取り組んでおります。 

  

まず、事業拡大面においては、各事業部門に企画部を新設し、マーケティング機能および現場支援機能を強化し

ました。お客さまの視点に立った、より付加価値の高い新ビジネスを創出することを目的に活動を開始し、電気自

動車（EV）やプラグインハイブリッド車（pHV）の「充電インフラ」向けシステムの提供や、自動車事故削減やエコ

運転を支援するICTサービス『無事故プログラムDR™（ドライブレコーダー）』の提供など、新たな事業展開に向け

た取り組みの効果も出始めております。 

また、基盤事業のシステムインテグレーション事業に加え、ICTサービス部門と各事業部門が連携し、アウトソー

シングやSaaS（Software as a Service）など、サービス利用型事業の拡大にも引き続き注力してまいりました。こ

れらの取り組みの一環として、SaaS型ビジネスへの展開を図る事業者向けに、当社が保有するiDC（internet Data 

Center）基盤上で各種アプリケーションの実行環境やシステム連携機能などを利用できる『SaaSプラットフォー

ム・サービス』の提供、ICT資産の効果的な投資と管理コスト削減を可能にするICT資産管理ソリューションの提供

などを行い、多数の引き合いをいただいております。 

さらに、オープン系のシステム構築におけるリスク削減、品質向上、および安定稼働を実現するため、長年の企

業システム構築で蓄積してきた知的財産を体系化・標準化して、システム基盤『AtlasBase®（アトラスベース）』

として発表しました。すでに当社の大・中規模オープン系システム構築プロジェクトの約40%に『AtlasBase®』を適

用済みであり、今後サービス推進体制をより強化してまいります。 

  

一方、企業体質の強化面においては、技術部門を一元化し、事業戦略や商品戦略と連携した技術戦略の策定を行

うとともに、グループ内の技術をより迅速に利用・適用できる環境を整備いたしました。これらの取り組みは、新

たな事業機会の発掘につながるものと考えております。 

また、より一層のサービス品質、採算性の向上を図るべく、ソフトウェア検査部を新設し、大規模プロジェクト

を中心としたシステム開発上流工程の成果物の現物検査を強化することで、不具合の早期発見に努めております。 

  

当第1四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は、ネットワークインテグレーションおよびハード

ウェアにて売上が減少したこと等により、売上高合計では 百万円(前年同期比3.2％減少)となりました。 

利益面につきましては、販売費及び一般管理費の減少があったものの、売上高の減少にともない売上総利益が減

少した結果、営業損益は 百万円の損失(前年同期は 百万円の損失)、経常損益は 百万円の損失(前

年同期は 百万円の損失)、四半期純損益は 百万円の損失(前年同期は 百万円の損失)となりまし

た。 

  

当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、主として売掛金が減少したことにより、前連結会計年度末

比231億42百万円減少の 百万円となりました。 

負債につきましては、買掛金の減少、コマーシャル・ペーパーの償還、借入金の返済等により前連結会計年度末

比199億35百万円減少の 百万円となりました。 

純資産につきましては、 百万円となり、自己資本比率は33.8％と、前期末比2.1ポイント改善いたしまし

た。 

  

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

546億19

37億18 35億84 37億65

35億66 26億69 23億26

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,104億3

1,381億46

722億56
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(キャッシュ・フローの状況) 

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）につきましては、営業活動により得

られた資金等を、ソフトウェアの取得および借入金の返済に充当いたしました。 

その結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末比35億51百万円減少の

百万円となりました。 

営業活動により得られた資金につきましては、売上債権の減少等により 百万円の収入（前年同期比28.0％

減少）となりました。 

投資活動により支出した資金につきましては、アウトソーシング用コンピュータおよびソフトウェア開発等によ

る固定資産の取得等により 百万円の支出（前年同期比55.7％減少）となりました。 

財務活動により支出した資金につきましては、借入金の返済、コマーシャル・ペーパーの償還等により 百

万円の支出（前年同期比29.1％増加）となりました。  

  

  平成21年5月11日発表の連結業績予想から変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

たな卸資産の評価方法 

当第1四半期連結会計期間末のたな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に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

(追加情報) 

進行基準の適用範囲の変更 

従来、当社のソフトウェアの請負開発契約のうち、連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる原価規模100百万円以上の契約については進行基準を、その他の契約については検収基準を適用

しておりました。しかし、当社及び一部の連結子会社のプロジェクト管理体制の見直しを行い、当第1四半期

連結会計期間に着手したソフトウェアの請負開発契約または工事契約から、より規模の小さな案件について

も精度の高い進捗管理が可能となっております。したがって、当第1四半期連結会計期間より、当第1四半期

連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる当社及び一部の連結子会社の原価規模50

百万円以上の契約について進行基準を適用しております。なお、これによる損益への影響は軽微でありま

す。 

  

324億94

104億26

19億91

119億99

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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21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21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,494 36,146

受取手形及び売掛金 42,262 66,285

商品及び製品 8,109 6,797

仕掛品 7,360 4,709

原材料及び貯蔵品 216 227

繰延税金資産 12,640 10,389

その他 11,327 9,614

貸倒引当金 △489 △481

流動資産合計 113,922 133,687

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,455 4,565

機械装置及び運搬具（純額） 9,408 10,354

その他（純額） 4,973 4,932

有形固定資産合計 18,836 19,852

無形固定資産   

のれん 3,679 3,733

ソフトウエア 21,318 21,472

その他 73 69

無形固定資産合計 25,071 25,275

投資その他の資産   

投資有価証券 15,772 15,505

繰延税金資産 14,950 16,307

前払年金費用 10,764 12,089

その他 11,669 11,463

貸倒引当金 △585 △636

投資その他の資産合計 52,572 54,729

固定資産合計 96,480 99,858

資産合計 210,403 233,546

－ 5 －
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末 
(平成21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21年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,222 24,927

短期借入金 10,675 12,779

1年内返済予定の長期借入金 14,945 15,033

コマーシャル・ペーパー 3,000 11,000

未払法人税等 108 2,350

事業構造改革損失引当金 5,155 6,161

その他の引当金 710 776

その他 33,726 30,247

流動負債合計 84,544 103,275

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 39,522 40,620

繰延税金負債 938 1,035

退職給付引当金 1,308 1,308

その他の引当金 232 225

負ののれん 50 54

その他 1,548 1,561

固定負債合計 53,601 54,805

負債合計 138,146 158,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,483 5,483

資本剰余金 15,475 15,475

利益剰余金 69,544 72,932

自己株式 △19,260 △19,260

株主資本合計 71,242 74,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △245 △626

繰延ヘッジ損益 7 20

為替換算調整勘定 26 13

評価・換算差額等合計 △211 △592

新株予約権 595 600

少数株主持分 629 825

純資産合計 72,256 75,464

負債純資産合計 210,403 233,546
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（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）

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21年6月30日) 

売上高 56,396 54,619

売上原価 43,602 42,129

売上総利益 12,793 12,489

販売費及び一般管理費 16,377 16,207

営業損失（△） △3,584 △3,718

営業外収益   

受取利息 58 38

受取配当金 228 133

その他 62 87

営業外収益合計 350 259

営業外費用   

支払利息 313 275

その他 18 31

営業外費用合計 332 306

経常損失（△） △3,566 △3,765

特別利益   

固定資産売却益 0 －

新株予約権戻入益 － 65

その他 － 16

特別利益合計 0 81

特別損失   

投資有価証券評価損 22 1

貸倒引当金繰入額 36 －

その他 28 224

特別損失合計 86 226

税金等調整前四半期純損失（△） △3,652 △3,910

法人税、住民税及び事業税 4 31

法人税等調整額 △1,204 △1,068

法人税等合計 △1,200 △1,037

少数株主損失（△） △126 △203

四半期純損失（△） △2,326 △2,669
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21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損失（△） △3,652 △3,910

減価償却費 3,580 3,329

のれん償却額 24 54

負ののれん償却額 △4 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 0

事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） － △1,006

その他の引当金の増減額（△は減少） △267 △101

受取利息及び受取配当金 △287 △171

支払利息 313 275

売上債権の増減額（△は増加） 40,131 24,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,228 △3,953

仕入債務の増減額（△は減少） △14,189 △8,708

その他 △66 3,549

小計 17,315 13,376

利息及び配当金の受取額 289 177

利息の支払額 △160 △116

法人税等の支払額 △2,968 △3,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,476 10,426

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 △1,967 △428

有形固定資産の売却による収入 40 16

無形固定資産の取得による支出 △2,298 △1,618

投資有価証券の取得による支出 △282 △1

その他 9 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,497 △1,991

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,300 △2,094

長期借入金の返済による支出 △2,000 △1,186

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,500 △8,000

自己株式の取得による支出 △0 △0

ストックオプションの行使による収入 11 －

配当金の支払額 △546 △644

少数株主への配当金の支払額 △36 △5

その他 74 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,297 △11,999

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 670 △3,551

現金及び現金同等物の期首残高 21,603 36,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,274 32,494
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 該当事項はありません。 

  

前第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）および当第1四半期連結累計期間（自平

成21年4月1日 至平成21年6月30日） 

 当社グループは、コンピュータ、ソフトウェア、その他関連商品ならびにこれらに関する各種サービスを提

供する単一事業区分の業務を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載を行っておりません。 

  

前第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）および当第1四半期連結累計期間（自平

成21年4月1日 至平成21年6月30日） 

連結売上高の合計に占める日本の割合が90％を越えるため、所在地別セグメント情報の記載を行っておりま

せん。 

   

前第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）および当第1四半期連結累計期間（自平

成21年4月1日 至平成21年6月30日） 

連結売上高に対する海外売上高の割合が僅少なため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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６．その他の情報

「参考資料」

　四半期に係る連結財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第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)

当第1四半期
連結累計期間

(自 平成21年 4月 1日
  至 平成21年 6月30日)

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減率
（％）

Ⅰ 売上高

サービス 44,435    44,271    △ 164   △0.4  

ソフトウェア 4,582    4,273    △ 308   △6.7  

ハードウェア 7,377    6,073    △ 1,304   △17.7  

　　　計 56,396    54,619    △ 1,777   △3.2  

Ⅱ 売上原価 43,602    42,129    △ 1,472   △3.4  

売上総利益 12,793    12,489    △ 304   △2.4  

Ⅲ 販売費及び一般管理費

販売費 2,091    1,813    △ 277   △13.3  

一般管理費 14,286    14,393    107   0.8  

　　　計 16,377    16,207    △ 170   △1.0  

営業損失（△） △ 3,584    △ 3,718    △ 134   -  

Ⅳ 営業外収益

受取利息 58    38    △ 20   △34.8  

受取配当金 228    133    △ 95   △41.7  

その他 62    87    24   39.6  

　　　計 350    259    △ 91   △26.0  

Ⅴ 営業外費用

支払利息 313    275    △ 38   △12.4  

その他 18    31    13   72.3  

　　　計 332    306    △ 25   △7.7  

経常損失（△） △ 3,566    △ 3,765    △ 199   -  

Ⅵ 特別利益

固定資産売却益 0    -　　 △0　 △100.0  

新株予約権戻入益 -　　 65    65   -  

その他 -　　 16    16   -  

　　　計 0    81    81   -  

Ⅶ 特別損失

投資有価証券評価損 22    1    △ 20   △91.0  

貸倒引当金繰入額 36    -　　 △ 36   △100.0  

その他 28    224    195   692.1  

　　　計 86    226    139   161.0  

△ 3,652    △ 3,910    △ 257   -  

法人税等 △ 1,200    △ 1,037    163   -  

少数株主損失（△） △ 126    △ 203    △ 77   -  

四半期純損失（△） △ 2,326    △ 2,669    △ 343   -  

※当第１四半期連結累計期間から、前連結会計年度まで全額「サービス」に含めておりました連結子会社エス・アンド・アイ㈱の
　売上高を、「サービス」と「ハードウェア」に区分掲記することといたしました。
　これにあわせ前第１四半期連結累計期間の売上についても、同社の売上高のうち、3億71百万円を「サービス」から
　「ハードウェア」に組替えております。

科目

増減

税金等調整前四半期純損失(△)
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（２）（要約）四半期連結貸借対照表

当第1四半期
連結会計期間末

(平成21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21年 3月31日)

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減率
（％）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 32,494    36,146    △ 3,651   △10.1  

受取手形及び売掛金 42,262    66,285    △ 24,023   △36.2  

商品及び製品 8,109    6,797    1,312   19.3  

仕掛品 7,360    4,709    2,651   56.3  

原材料及び貯蔵品 216    227    △ 10   △4.5  

繰延税金資産 12,640    10,389    2,250   21.7  

その他 11,327    9,614    1,713   17.8  

貸倒引当金 △ 489    △ 481    △ 7   -  

　流動資産合計 113,922    133,687    △ 19,765   △14.8  

Ⅱ 固定資産

1．有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,455    4,565    △ 110   △2.4  

機械装置及び運搬具（純額） 9,408    10,354    △ 946   △9.1  

その他（純額） 4,973    4,932    40   0.8  

　有形固定資産合計 18,836    19,852    △ 1,016   △5.1  

2．無形固定資産

のれん 3,679    3,733    △ 54   △1.4  

ソフトウェア 21,318    21,472    △ 153   △0.7  

その他 73    69    3   4.6  

　無形固定資産合計 25,071    25,275    △ 204   △0.8  

3．投資その他の資産

投資有価証券 15,772    15,505    266   1.7  

繰延税金資産 14,950    16,307    △ 1,356   △8.3  

前払年金費用 10,764    12,089    △ 1,324   △11.0  

その他 11,669    11,463    206   1.8  

貸倒引当金 △ 585    △ 636    50   -  

　投資その他の資産合計 52,572    54,729    △ 2,157   △3.9  

　固定資産合計 96,480    99,858    △ 3,377   △3.4  

資産合計 210,403    233,546    △ 23,142   △9.9  

科目

増減

（資産の部）
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当第1四半期
連結会計期間末

(平成21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21年 3月31日)

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

増減率
（％）

科目

増減

Ⅰ 流動負債

支払手形及び買掛金 16,222    24,927    △ 8,704   △34.9  

短期借入金 10,675    12,779    △ 2,103   △16.5  

１年内返済予定の長期借入金 14,945    15,033    △ 88   △0.6  

コマーシャル・ペーパー 3,000    11,000    △ 8,000   △72.7  

未払法人税等 108    2,350    △ 2,242   △95.4  

事業構造改革損失引当金 5,155    6,161    △ 1,006   △16.3  

その他の引当金 710    776    △ 65   △8.4  

その他 33,726    30,247    3,478   11.5  

　流動負債合計 84,544    103,275    △ 18,731   △18.1  

Ⅱ 固定負債

社債 10,000    10,000    -　　 -  

長期借入金 39,522    40,620    △ 1,097   △2.7  

繰延税金負債 938    1,035    △ 96   △9.4  

退職給付引当金 1,308    1,308    0   0.0  

その他の引当金 232    225    7   3.2  

負ののれん 50    54    △ 3   △7.1  

その他 1,548    1,561    △ 12   △0.8  

　固定負債合計 53,601    54,805    △ 1,203   △2.2  

負債合計 138,146    158,081    △ 19,935   △12.6  

Ⅰ 株主資本

資本金 5,483    5,483    -　　 -  

資本剰余金 15,475    15,475    -　　 -  

利益剰余金 69,544    72,932    △ 3,388   △4.6  

自己株式 △ 19,260    △ 19,260    △0 　 -  

　株主資本合計 71,242    74,631    △ 3,388   △4.5  

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 245    △ 626    381   -  

繰延ヘッジ損益 7    20    △ 13   △64.5  

為替換算調整勘定 26    13    13   103.7  

　評価・換算差額等合計 △ 211    △ 592    381   -  

Ⅲ 新株予約権 595    600    △ 4   △0.8  

Ⅳ 少数株主持分 629    825    △ 195   △23.7  

純資産合計 72,256    75,464    △ 3,207   △4.3  

負債純資産合計 210,403    233,546    △ 23,142   △9.9  

（純資産の部）

（負債の部）
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（３）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第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)

当第1四半期
連結累計期間

(自 平成21年 4月 1日
  至 平成21年 6月30日)

増減

金額
（百万円）

金額
（百万円）

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純損失（ △ ） △ 3,652    △ 3,910    △ 257    

減価償却費 3,580    3,329    △ 251    

のれん償却額 24    54    29    

負ののれん償却額 △ 4    △ 3    0    

退職給付引当金の増減額（ △ は減少） △ 38    0    38    

事業構造改革損失引当金の
増減額（ △ は減少）

-　　 △ 1,006    △ 1,006    

その他の引当金の増減額（ △ は減少） △ 267    △ 101    165    

受取利息及び受取配当金 △ 287    △ 171    115    

支払利息 313    275    △ 38    

売上債権の増減額（ △ は増加） 40,131    24,023    △ 16,107    

たな卸資産の増減額（ △ は増加） △ 8,228    △ 3,953    4,275    

仕入債務の増減額（ △ は減少） △ 14,189    △ 8,708    5,480    

その他 △ 66    3,549    3,615    

　小計 17,315    13,376    △ 3,939    

利息及び配当金の受取額 289    177    △ 111    

利息の支払額 △ 160    △ 116    44    

法人税等の支払額 △ 2,968    △ 3,012    △ 43    

14,476    10,426    △ 4,050    

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 △ 1,967    △ 428    1,539    

有形固定資産の売却による収入 40    16    △ 24    

無形固定資産の取得による支出 △ 2,298    △ 1,618    679    

投資有価証券の取得による支出 △ 282    △ 1    280    

その他 9    41    31    

△ 4,497    △ 1,991    2,506    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（ △ は減少） △ 2,300    △ 2,094    205    

長期借入金の返済による支出 △ 2,000    △ 1,186    813    

コマーシャル・ペーパーの
増減額（ △ は減少）

△ 4,500    △ 8,000    △ 3,500    

自己株式の取得による支出 △0　　 △0　　 △0　　

ストックオプションの行使による収入 11    -　　 △ 11    

配当金の支払額 △ 546    △ 644    △ 97    

少数株主への配当金の支払額 △ 36    △ 5    31    

その他 74    △ 68    △ 143    

△ 9,297    △ 11,999    △ 2,702    

Ⅳ △ 9    13    23    

Ⅴ 670    △ 3,551    △ 4,222    

Ⅵ 21,603    36,046    14,442    

Ⅶ 22,274    32,494    10,220    

　営業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

　財務活動によるキャッシュ・フロー

科目

現金及び現金同等物の四半期末残高

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（ △ は減少）

現金及び現金同等物の期首残高
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