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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 1,398 △42.3 △237 ― △212 ― △207 ―
21年3月期第1四半期 2,425 ― △57 ― △58 ― △44 ―

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 △11.04 ―
21年3月期第1四半期 △2.36 ―

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 2,780 1,613 57.7 85.54
21年3月期 3,202 1,812 56.3 96.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,603百万円 21年3月期  1,804百万円

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 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

3,328 △29.5 △348 ― △328 ― △333 ― △17.76

通期 7,350 △19.3 △150 ― △110 ― △120 ― △6.40



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、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。 

(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） 

(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４月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想は、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。実際の業績
等は、様々な要因により、これらの業績予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第1四半期 19,098,576株 21年3月期  19,098,576株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  350,000株 21年3月期  350,000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 18,748,576株 21年3月期第1四半期 19,098,576株







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 903,351 1,120,861

受取手形及び売掛金 550,318 718,781

有価証券 40,494 40,473

繰延税金資産 19,032 16,929

その他 125,285 127,854

貸倒引当金 △964 △1,260

流動資産合計 1,637,517 2,023,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 366,874 370,305

工具、器具及び備品（純額） 16,425 17,735

土地 311,354 311,354

有形固定資産合計 694,654 699,395

無形固定資産   

その他 36,395 32,448

無形固定資産合計 36,395 32,448

投資その他の資産   

投資有価証券 84,420 71,878

繰延税金資産 25,666 18,345

敷金 291,939 293,308

その他 26,338 78,868

貸倒引当金 △16,151 △15,382

投資その他の資産合計 412,213 447,018

固定資産合計 1,143,263 1,178,862

資産合計 2,780,781 3,202,501



（単位：千円）

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   

買掛金 142,465 280,077

短期借入金 144,000 141,400

1年内返済予定の長期借入金 79,992 79,992

未払金 235,249 259,613

未払法人税等 3,422 21,803

賞与引当金 58,066 80,177

事業構造改善引当金 － 21,394

その他 217,468 186,194

流動負債合計 880,664 1,070,652

固定負債   

長期借入金 262,680 282,678

その他 23,938 36,209

固定負債合計 286,618 318,887

負債合計 1,167,283 1,389,539

純資産の部   

株主資本   

資本金 351,317 351,317

資本剰余金 271,628 271,628

利益剰余金 1,014,650 1,221,704

自己株式 △21,198 △21,198

株主資本合計 1,616,397 1,823,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,728 △2,292

為替換算調整勘定 △10,905 △17,039

評価・換算差額等合計 △12,634 △19,331

少数株主持分 9,735 8,842

純資産合計 1,613,498 1,812,961

負債純資産合計 2,780,781 3,202,501



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 2,425,333 1,398,613

売上原価 1,275,596 663,341

売上総利益 1,149,736 735,271

販売費及び一般管理費 1,207,392 972,663

営業損失（△） △57,655 △237,392

営業外収益   

受取利息 452 144

受取配当金 1,341 1,329

受取販売協力金 － 16,950

その他 1,641 8,641

営業外収益合計 3,435 27,065

営業外費用   

支払利息 652 2,312

為替差損 3,295 －

貸倒引当金繰入額 － 250

その他 19 63

営業外費用合計 3,967 2,626

経常損失（△） △58,187 △212,952

特別利益   

貸倒引当金戻入額 296 －

特別利益合計 296 －

特別損失   

固定資産除却損 1,661 －

事務所移転費用 4,218 －

特別損失合計 5,879 －

税金等調整前四半期純損失（△） △63,771 △212,952

法人税、住民税及び事業税 18,300 3,292

法人税等調整額 △37,240 △9,424

法人税等合計 △18,940 △6,131

少数株主利益 151 232

四半期純損失（△） △44,981 △207,053



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △63,771 △212,952

減価償却費 27,111 9,797

のれん償却額 177 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,183 470

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,686 △22,110

受取利息及び受取配当金 △1,793 △1,474

支払利息 652 2,312

固定資産除却損 1,661 －

移転費用 4,218 －

為替差損益（△は益） 3,295 △731

売上債権の増減額（△は増加） 189,637 168,318

仕入債務の増減額（△は減少） △140,578 △135,006

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,832 19,197

その他 △2,686 △47,101

小計 △112 △219,280

利息及び配当金の受取額 1,606 1,519

利息の支払額 △904 △2,246

法人税等の支払額 △61,838 △19,872

営業活動によるキャッシュ・フロー △61,248 △239,880

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 △3,158 △3,176

無形固定資産の取得による支出 △16,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △11,977

貸付けによる支出 △350 －

貸付金の回収による収入 － 199

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,508 △14,954

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） 72,405 2,600

長期借入金の返済による支出 － △19,998

配当金の支払額 △86,085 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,680 △17,586

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,016 4,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,455 △267,488

現金及び現金同等物の期首残高 1,036,379 1,131,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,924 863,846
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