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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る簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　：　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

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　　　　　：　無

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）経営成績（連結）の進捗状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年３月期第１四半期 10,138 0.7 △161 － △120 － △196 －

平成18年３月期第１四半期 10,071 13.3 △206 － △230 － △121 －

（参考）平成18年３月期 49,006  5,131  5,203  4,104  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年３月期第１四半期 △5 19  －

平成18年３月期第１四半期 △3 22  －

（参考）平成18年３月期 105 33  －

　（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。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

平成19年３月期第１四半期 48,175 29,896 61.1 780 81

平成18年３月期第１四半期 47,470 26,080 54.9 689 51

（参考）平成18年３月期 51,915 31,241 60.2 822 37

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年３月期第１四半期 2,806 △862 △2,304 4,846

平成18年３月期第１四半期 1,529 88 △2,015 3,729

（参考）平成18年３月期 7,973 △2,016 △4,936 5,207

３．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18年５月10日に公表いたしました平成19年３月期の業績予想に変更はありません。

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 22,700 1,200 600

通　期 51,500 5,700 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　84円　85銭

※　上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。
世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異な
る可能性があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。



１　経営成績及び財政状態

(1）第１四半期の概況

　当第１四半期（平成18年4月1日から平成18年6月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移する中

で設備投資も引き続き増加し、個人消費の増加基調とともに、着実に回復を続けてまいりました。

　このような環境の中、当社グループでは地図データベースの更なる販売拡大を目指し、ＩＴ環境の進展等に対応し

たサービスの拡充や新商品の開発に努めてまいりました。この結果、売上高は10,138百万円（前年同期比66百万円増

加、0.7％増）となりました。

　損益面では、売上原価は減少いたしましたが、人件費や広告宣伝費等の営業経費が増加いたしました。この結果、

営業損失は161百万円（前年同期比45百万円改善）、経常損失は120百万円（前年同期比110百万円改善）となりました。

また、ＩＴ投資促進税制の廃止等により税金費用が増加いたしました結果、四半期純損失は196百万円（前年同期比74

百万円悪化）となりました。

　なお、当社グループの売上高は、季節による需要の変動が大きく、例年第１四半期は年間売上高に占める割合が最

も低い期間となっております。そのため、年間を通して固定的に発生する地図データベースの整備費用をカバーする

売上水準にないことから、営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上しておりますが、この季節要因は当初計画に

織り込んでおります。

　【参考】四半期毎の売上高の推移
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（19 .3%） （20 .6%） （24 .7%） （25 .2%） （23 .0%） （22 .4%） （33 .0%） （31 .8%）

事業の種類別セグメント情報の状況

  事業の種類別セグメントは、従来、「住宅地図出版関連事業」「電子地図関連事業」「一般印刷関連事業」「そ

の他事業」の４事業区分によっておりましたが、当連結会計年度より、「住宅地図出版関連事業」と「電子地図関

連事業」を統合して「地図データベース関連事業」とし、「地図データベース関連事業」「一般印刷関連事業」「そ

の他事業」の３事業区分としております。

  なお、「地図データベース関連事業」に区分したことによる事業の種類別セグメントへの影響は、セグメント情

報（９ページ）に記載のとおりであります。
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  また、以下に記載しております前年同期との比較に関する分析は、前年同期の数値を当四半期の事業区分によっ

た場合との比較によっております。

① 地図データベース関連事業

　当社の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、新車販売台数やカーナビゲーション出荷

台数の動向の影響を受け、国内及び海外におけるカーナビゲーション用データの売上が減少いたしましたが、住宅

地図データの販売の増加や新商品の寄与等により好調に推移いたしました。

　以上の結果、当事業の売上高は8,583百万円（前年同期比165百万円増加、2.0%増）、営業損失は226百万円（前年

同期比62百万円改善）となりました。

② 一般印刷関連事業

　一般印刷関連事業につきましては、売上高がわずかながら減少したことに加え、印刷設備のメンテナンス等に伴

い経費が増加いたしました結果、当事業の売上高は1,290百万円（前年同期比41百万円減少、3.1％減）、営業利益

は4百万円（前年同期比2百万円減少、31.6％減）となりました。

③ その他事業

　その他事業につきましては、売上の減少に伴い商品仕入等の売上原価が減少いたしました結果、当事業の売上高

は264百万円（前年同期比57百万円減少、17.8%減）、営業利益は39百万円（前年同期比27百万円減少、41.2％減）

となりました。

(2）財政状態

　当第１四半期末の財政状態といたしましては、前連結会計年度末(平成18年3月期末)と比べ、売掛金及び受取手形が

3,485百万円、投資有価証券が636百万円それぞれ減少したことなどにより、総資産は48,175百万円となりました。

　また、当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,806百万円(前年同期比1,276百万円増加)

であります。これは法人税等の支払額が786百万円に減少したことや、売上債権の減少額3,485百万円があったことな

ど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）

　投資活動の結果支出した資金は、862百万円(前年同期比950百万円減少)であります。これは主に地図データベース

関連事業のソフトウェア等、有形・無形固定資産の取得による支出813百万円、投資有価証券の取得による支出60百万

円があったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、2,304百万円(前年同期比288百万円減少)であります。これは財務体質の強化のた

め有利子負債の削減に努めた結果、借入金の返済に1,296百万円、さらに配当金の支払額664百万円に加え、自己株式

の取得による支出345百万円があったことなどによるものであります。

以上の結果、当第１四半期末における資金は、4,846百万円となりました。

(3）平成19年３月期の業績予想

　現段階において、平成18年5月10日に公表いたしました業績予想（連結・個別）に変更はありません。

以上
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２　四半期連結（要約）財務諸表等

(1) 四半期連結（要約）貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 4,865 3,733 1,132 5,222

受取手形及び売掛金 8,256 9,323 △1,066 11,741

たな卸資産 3,167 3,285 △117 2,849

繰延税金資産 2,449 2,047 401 2,139

その他 317 271 46 234

流動資産合計 19,056 39.6 18,660 39.3 396 2.1 22,187 42.7

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 14,628 14,929 △301 14,686

無形固定資産 6,073 5,635 438 5,987

繰延税金資産 2,138 2,449 △310 2,169

投資その他の資産 6,277 5,795 482 6,885

固定資産合計 29,118 60.4 28,809 60.7 308 1.1 29,728 57.3

資産合計 48,175 100.0 47,470 100.0 704 1.5 51,915 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 1,411 1,258 153 1,866

短期借入金 4,325 7,323 △2,998 5,319

その他 6,563 5,300 1,263 6,563

流動負債合計 12,300 25.5 13,882 29.3 △1,581 △11.4 13,749 26.5

Ⅱ　固定負債

長期借入金 2,697 4,218 △1,520 2,999

繰延税金負債 288 183 105 383

その他 2,991 2,925 65 3,084

固定負債合計 5,978 12.4 7,327 15.4 △1,349 △18.4 6,468 12.4

負債合計 18,278 37.9 21,210 44.7 △2,931 △13.8 20,217 38.9

（少数株主持分）

少数株主持分 － － 179 0.4 － － 456 0.9
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － － 6,557 13.8 － － 6,557 12.6

Ⅱ　資本剰余金 － － 13,066 27.5 － － 13,111 25.3

Ⅲ　利益剰余金 － － 5,915 12.5 － － 10,329 19.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

－ － 972 2.0 － － 1,652 3.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 － － △90 △0.2 － － △78 △0.2

Ⅵ　自己株式 － － △342 △0.7 － － △331 △0.6

資本合計 － － 26,080 54.9 － － 31,241 60.2

負債、少数株主持分及び
資本合計

－ － 47,470 100.0 － － 51,915 100.0

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 資本金 6,557 13.6 － － － － － －

 資本剰余金 13,111 27.2 － － － － － －

 利益剰余金 9,272 19.3 － － － － － －

 自己株式 △676 △1.4 － － － － － －

株主資本合計 28,265 58.7 － － － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

 その他有価証券
 評価差額金

1,241 2.6 － － － － － －

 為替換算調整勘定 △59 △0.1 － － － － － －

評価・換算差額等合計 1,181 2.5 － － － － － －

Ⅲ　少数株主持分 449 0.9 － － － － － －

純資産合計 29,896 62.1 － － － － － －

負債、純資産合計 48,175 100.0 － － － － － －
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(2) 四半期連結（要約）損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 10,138 100.0 10,071 100.0 66 0.7 49,006 100.0

Ⅱ　売上原価 5,919 58.4 6,034 59.9 △114 △1.9 25,872 52.8

売上総利益 4,219 41.6 4,037 40.1 181 4.5 23,134 47.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,381 43.2 4,244 42.2 136 3.2 18,003 36.7

営業利益（損失：△） △161 △1.6 △206 △2.1 45 － 5,131 10.5

Ⅳ　営業外収益 92 0.9 87 0.9 5 5.7 398 0.8

受取利息及び配当金 21 19 1 44

その他 71 67 3 353

Ⅴ　営業外費用 51 0.5 111 1.1 △60 △54.1 326 0.7

支払利息 16 26 △9 95

その他 34 84 △50 230

経常利益（損失：△） △120 △1.2 △230 △2.3 110 － 5,203 10.6

Ⅵ　特別利益 31 0.3 324 3.2 △292 △90.3 333 0.7

投資有価証券売却益 7 312 △305 317

貸倒引当金戻入益 24 － 24 －

固定資産売却益 － 12 △12 16

Ⅶ　特別損失 33 0.3 348 3.4 △315 △90.5 677 1.4

固定資産売廃却損 29 0 29 104

投資有価証券評価損 3 4 △1 22

減損損失 － 310 △310 310

ゴルフ会員権等評価損 － 32 △32 43

リース解約損 － － － 41

関係会社整理損 － － － 153

税金等調整前四半期
（当期）純利益
（損失：△）

△121 △1.2 △254 △2.5 132 － 4,859 9.9

法人税、住民税及び
事業税

155 1.5 169 1.7 △14 △8.3 1,088 2.2

法人税等調整額 △74 △0.7 △285 △2.8 210 － △366 △0.7

少数株主利益
（損失：△）

△6 △0.1 △17 △0.2 10 － 32 0.0

四半期（当期）純利益
（損失：△）

△196 △1.9 △121 △1.2 △74 － 4,104 8.4
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(3) 四半期連結（要約）キャッシュ・フロー計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

  金額（百万円）   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（当期）純利益
（損失：△）

△121 △254 132 4,859

 　　 減価償却費 721 728 △7 2,922

      減損損失 － 310 △310 310

売上債権の増減額（増加：△） 3,485 2,852 632 460

たな卸資産の増減額（増加：△） △317 △216 △101 221

仕入債務の増減額（減少：△） △456 △468 12 132

 　　 その他 277 35 242 759

        小計 3,588 2,987 600 9,667

利息及び配当金の受取額 21 19 1 44

 　　 利息の支払額 △16 △29 12 △100

 　　 法人税等の支払額 △786 △1,448 661 △1,638

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,806 1,529 1,276 7,973

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形・無形固定資産の取得による支出 △813 △660 △153 △2,711

有形・無形固定資産の売却による収入 － 121 △121 211

投資有価証券の取得による支出 △60 △0 △60 △77

投資有価証券の売却による収入 10 565 △554 627

 　　 その他 1 62 △61 △111

投資活動によるキャッシュ・フロー △862 88 △950 △2,061

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（減少：△） △950 △1,080 130 △3,150

長期借入金の返済による支出 △346 △423 77 △2,389

自己株式の取得による支出 △345 △0 △344 △11

 　　 配当金の支払額 △664 △511 △152 △566

 　　 その他 0 0 0 1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,304 △2,015 △288 △4,936

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 11 △11 73

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△360 △386 26 1,048

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,207 4,116 1,090 4,116

Ⅶ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － － － 42

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 4,846 3,729 1,116 5,207
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３　セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

当四半期（平成19年３月期第１四半期）

事業区分

地図データ
ベース関連
事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
（百万円）

連結
（百万円）

(1）外部顧客に対する売
上高

8,583 1,290 264 10,138 － 10,138

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 108 15 124 (124) －

売上高計 8,583 1,399 280 10,262 (124) 10,138

営業費用 8,809 1,394 241 10,445 (144) 10,300

営業利益（損失：△） △226 4 39 △182 20 △161

　（注）　事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称

(1）事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。

(2）各事業に属する主要な製品の名称

①　地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

　　　　　　　　　　　　　　　データ

②　一般印刷関連事業……………一般印刷物

③　その他事業……………………ＣＡＤ・ＣＡＥ受託処理、一般情報処理、仕入商品

前年同四半期（平成18年３月期第１四半期）

事業区分
住宅地図出
版関連事業
（百万円）

電子地図
関連事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
（百万円）

連結
（百万円）

(1）外部顧客に対する売
上高

2,527 5,890 1,332 322 10,071 － 10,071

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 0 63 53 116 (116) －

売上高計 2,527 5,890 1,395 375 10,188 (116) 10,071

営業費用 2,990 5,717 1,388 308 10,404 (125) 10,278

営業利益（損失：△） △462 173 6 66 △215 8 △206

　（注）　事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称

(1）事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。

(2）各事業に属する主要な製品の名称

①　住宅地図出版関連事業………住宅地図帳、応用地図

②　電子地図関連事業……………住宅地図データベース、カーナビゲーション用データ

③　一般印刷関連事業……………一般印刷物

④　その他事業……………………ＣＡＤ・ＣＡＥ受託処理、一般情報処理、仕入商品
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　（追加情報）　

　当連結会計年度より、当社グループの事業区分につきましては、「住宅地図出版関連事業」「電子地図関連事業」

「一般印刷関連事業」「その他事業」の４事業区分から、「地図データベース関連事業」「一般印刷関連事業」「そ

の他事業」の３事業区分に変更しております。

　この変更は、近年の急激な情報産業の発展に伴い、地図情報の販売形態が、住宅地図帳などの印刷物からＤＶＤな

ど各種メディアに加えて、インターネットを介した配信などへ多様化し、地図関連情報の総合的なコンテンツ企業を

目指す当社グループにおいては、従来の事業区分では適切に事業実態を表すことができないため、「住宅地図出版関

連事業」と「電子地図関連事業」を、「地図データベース関連事業」に統合したものであります。

なお、前年同四半期において、当四半期の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりで

あります。　

前年同四半期（平成18年３月期第１四半期）

事業区分

地図データ
ベース関連
事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
（百万円）

連結
（百万円）

(1）外部顧客に対する
売上高

8,417 1,332 322 10,071 － 10,071

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

－ 63 53 116 (116) －

売上高計 8,417 1,395 375 10,188 (116) 10,071

営業費用 8,707 1,388 308 10,403 (125) 10,278

営業利益（損失：△） △289 6 66 △215 8 △206

２．所在地別セグメント情報

当四半期（平成19年３月期第１四半期）及び前年同四半期（平成18年３月期第１四半期）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

３．海外売上高

当四半期（平成19年３月期第１四半期）及び前年同四半期（平成18年３月期第１四半期）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
   平成18年７月28日

上場会社名 （コード番号：9474　東証第一部・福証）

（ＵＲＬ　http://www.zenrin.co.jp/）  

代　　表　　者　役職名　代表取締役会長兼社長　氏名　原田　　康  

問合せ先責任者　役職名　取締役管理本部長　　　氏名　稲葉　和彦  ＴＥＬ：（093）592－9050

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る簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　：　無

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）経営成績（個別）の進捗状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年３月期第１四半期 8,017 △0.0 △260 － △202 － △178 －

平成18年３月期第１四半期 8,019 16.5 △288 － △253 － 68 －

（参考）平成18年３月期 40,446 6.5 3,607 19.6 3,842 19.6 2,398 93.7

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年３月期第１四半期 △4 72  －

平成18年３月期第１四半期 1 81  －

（参考）平成18年３月期 61 08  －

　（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。

(2）財政状態（個別）の変動状況

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

平成19年３月期第１四半期 40,452 27,638 68.3 732 85

平成18年３月期第１四半期 43,123 26,438 61.3 698 98

（参考）平成18年３月期 44,073 29,274 66.4 771 25

３．平成19年３月期の個別業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　平成18年５月10日に公表いたしました平成19年３月期の業績予想に変更はありません。

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 18,500 700 350

通　期 42,000 4,000 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　58円　33銭

※　上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異な

る可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。



４　四半期個別（要約）財務諸表等

(1) 四半期個別（要約）貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 2,909 2,052 856 3,375

受取手形及び売掛金 6,596 7,785 △1,189 10,100

たな卸資産 3,103 3,183 △80 2,805

繰延税金資産 2,288 1,816 472 2,011

その他 165 1,709 △1,543 93

流動資産合計 15,062 37.2 16,546 38.4 △1,484 △9.0 18,387 41.7

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 9,743 9,885 △142 9,755

無形固定資産 5,343 4,860 483 5,234

繰延税金資産 2,525 3,859 △1,334 2,560

投資その他の資産 7,777 7,970 △193 8,136

固定資産合計 25,389 62.8 26,576 61.6 △1,186 △4.5 25,686 58.3

資産合計 40,452 100.0 43,123 100.0 △2,671 △6.2 44,073 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 997 987 9 1,633

短期借入金 2,715 5,040 △2,325 2,900

その他 5,756 4,748 1,008 6,646

流動負債合計 9,468 23.4 10,775 25.0 △1,306 △12.1 11,180 25.4

Ⅱ　固定負債

長期借入金 1,110 2,025 △915 1,320

その他 2,235 3,884 △1,649 2,297

固定負債合計 3,345 8.3 5,909 13.7 △2,564 △43.4 3,617 8.2

負債合計 12,814 31.7 16,685 38.7 △3,871 △23.2 14,798 33.6
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － － 6,557 15.2 － － 6,557 14.9

Ⅱ　資本剰余金 － － 13,066 30.3 － － 13,111 29.7

Ⅲ　利益剰余金 － － 6,593 15.3 － － 8,923 20.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

－ － 562 1.3 － － 1,013 2.3

Ⅴ　自己株式 － － △342 △0.8 － － △331 △0.7

資本合計 － － 26,438 61.3 － － 29,274 66.4

負債、資本合計 － － 43,123 100.0 － － 44,073 100.0

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

  　資本金 6,557 16.2 － － － － － －

  　資本剰余金 13,112 32.4 － － － － － －

　　利益剰余金 7,900 19.5 － － － － － －

　　自己株式 △676 △1.7 － － － － － －

株主資本合計 26,893 66.4 － － － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券
評価差額金 

744 1.9 － － － － － －

評価・換算差額等合計 744 1.9 － － － － － －

純資産合計 27,638 68.3 － － － － － －

負債、純資産合計 40,452 100.0 － － － － － －
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(2) 四半期個別（要約）損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 8,017 100.0 8,019 100.0 △2 0.0 40,446 100.0

Ⅱ　売上原価 4,555 56.8 4,707 58.7 △152 △3.2 21,463 53.1

売上総利益 3,461 43.2 3,311 41.3 149 4.5 18,982 46.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,722 46.4 3,600 44.9 121 3.4 15,375 38.0

営業利益（損失：△） △260 △3.2 △288 △3.6 28 － 3,607 8.9

Ⅳ　営業外収益 87 1.1 124 1.5 △37 △29.7 442 1.1

受取利息及び配当金 24 60 △36 114

その他 63 64 △1 328

Ⅴ　営業外費用 30 0.4 89 1.1 △59 △66.3 207 0.5

支払利息 8 14 △6 51

その他 22 75 △53 156

経常利益（損失：△） △202 △2.5 △253 △3.2 50 － 3,842 9.5

Ⅵ　特別利益 28 0.3 390 4.9 △361 △92.7 339 0.9

投資有価証券売却益 7 312 △305 316

貸倒引当金戻入益 21 － 21 －

固定資産売却益 － 12 △12 12

投資損失引当金戻入益 － 66 △66 11

Ⅶ　特別損失 31 0.4 50 0.6 △19 △37.9 277 0.7

固定資産売廃却損 27 0 27 63

投資有価証券評価損 3 4 △1 22

減損損失 － 28 △28 28

ゴルフ会員権等評価損 － 16 △16 29

関係会社整理損 － － － 133

税引前四半期（当期）
純利益（損失：△）

△205 △2.6 86 1.1 △292 － 3,904 9.7

法人税、住民税及び
事業税

32 0.4 140 1.7 △108 △76.9 830 2.1

法人税等調整額 △59 △0.8 △122 △1.5 62 － 675 1.7

四半期（当期）純利益
（損失：△）

△178 △2.2 68 0.9 △246 － 2,398 5.9
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