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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　　　：　有

（内容）税効果会計は簡便法によっております。

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　：　無

  ③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：　有

 　　（内容）連結（新規）３社　（㈱エモーション、㈱アニメチャンネル、BANDAI VISUAL USA INC.）

　④　前連結会計年度の連結財務諸表では、連結対象会社は㈱ランティス１社のみとなっております。

　　　また、平成18年２月期につきましては、連結財務諸表を作成していなかったため、平成19年２月期は前年同期との

　　　対比を行なっておりません。

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （注）記載金額は百万円未満及び銭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 ％

20年２月期第１四半期 5,543 △12.9 416 △56.7 481 △52.5 190 △66.2

19年２月期第１四半期 6,366 － 963 － 1,014 － 563 －

（参考）19年２月期 32,189 － 4,845 － 4,933 － 2,775 －

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

20年２月期第１四半期 1,321 09 － －

19年２月期第１四半期 3,911 33 － －

（参考）19年２月期 19,274 64 － －

（注）１．期中平均株式数 20年２月期第１四半期 144,000株 19年２月期第１四半期 144,000株 19年２月期 144,000株

　　　２．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　　　　　（注）記載金額は百万円未満及び銭未満を切り捨てて表示しております。

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

20年２月期第１四半期 21,120 14,490 65.8 96,435 71

19年２月期第１四半期 19,772 13,068 63.9 87,758 53

（参考）19年２月期 25,155 14,977 57.4 100,260 58

（注）１．期末発行済株式数 20年２月期第１四半期 144,000株 19年２月期第１四半期 144,000株 19年２月期 144,000株

２．期末自己株式数 20年２月期第１四半期 － 株 19年２月期第１四半期 － 株 19年２月期 － 株
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【連結キャッシュ・フロ―の状況】　　　　　　　　　（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。

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

20年２月期第１四半期 △1,112 △210 △627 6,128

19年２月期第１四半期 △329 △4,212 △671 4,507

（参考）19年２月期 4,214 △5,281 △1,078 7,596

［参考］平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
予想1株当たり

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円  円  銭

中　間　期 15,000 1,450 780 5,416 67

通　　　期 35,000 4,800 2,650 18,402 78

 

※　上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因により予想数値と異なることがあります。上記予想に関する事項は、４ペ―ジをご参照ください。
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１．平成20年２月期第１四半期　財務・業績の概況に関する定性的情報等

（１）経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の上昇の影響に加え、製造業での受注伸び悩みや金利の上

昇懸念が指摘されているものの、企業収益の拡大に伴う設備投資の増加や雇用情勢の改善などに支えられ、景気は緩

やかな回復傾向にあります。

　当社グループが属する、映像・音楽業界をとりまく事業環境といたしましては、引き続き地上デジタル放送に対応

した薄型テレビの出荷数量、世帯普及率が共に伸びており、高品質な映像を、家庭で楽しめる環境が着実に整いつつ

あります。薄型テレビの価格が低下傾向にあることや平成20年の北京オリンピック開催等から、その普及率の更なる

伸びが期待されると同時に、ハイクオリティなコンテンツに対する需要の増大が予想されます。

　映像パッケージソフト業界におきましては、引き続き洋画ジャンルの売上高が前年同期比36.2％減少したことが主

な要因となり、本年１月から４月までのメーカー出荷累計実績が、金額では998億円と、前年同期より8.8%下回る結果

となりました。（注１）

　また、音楽パッケージ業界におきましては、本年１月から４月までの出荷累計実績が、金額では1,072億円と、前年

同期比4.5%下回る結果となっております。（注２）

　このような状況の中、当社グループはコンテンツ価値の最大化を図るべく、現行中期経営方針である「クロスコン

テンツ・クロスメディア戦略による事業拡大」を推進しております。前連結会計年度においては、アニメーションや

ゲーム音楽制作で定評のある株式会社ランティスの子会社化、配信・Ｅコマース事業を行なう株式会社アニメチャン

ネルの設立、BANDAI VISUAL USA INC. による米国での高価格・高付加価値パッケージソフト販売の開始など、中期経

営計画達成の為の基盤作りを図り、当事業年度におきましても継続展開いたしております。

　このような結果、当第１四半期の連結の業績は（注３）、売上高55億43百万円（前年同期比12.9％減）、経常利益

４億81万円（前年同期比52.5％減）、四半期純利益１億90百万円（前年同期比66.2％減）となりました。いずれも前

年同期の実績を下回る結果となりましたが、主に当初の業績予想時において重点商品発売が下期偏重となっているこ

とによるものであります。

　（注）１．社団法人日本映像ソフト協会公表資料「2007年ビデオソフト月間売上速報」より

　　　　２．社団法人日本レコード協会公表資料「2007年レコード生産実績」より 

　　　　３．当連結会計年度より、連結対象子会社は、㈱ランティス、㈱エモーション、㈱アニメチャンネル、BANDAI

　　　　　　VISUAL USA INC. の４社となりました。（前連結会計年度では、㈱ランティスのみとなっております。）

　

　事業別の売上高実績

事　業　部　門 売　上　高（百万円） 構　成　比（％）

　パッケージソフト事業

　ライセンス事業

4,926

617

88.9

11.1

合　　計 5,543 100.0
 

［パッケージソフト事業］

　当セグメントでは、前期より好調なＴＶアニメーション「コードギアス　反逆のルルーシュ」、オリジナルアニメー

ション「ＦＲＥＥＤＯＭ」などのシリーズ商品に加え、「∀ガンダム」や、「機動警察パトレイバー」のメモリアル

ボックス商品なども売上に大きく貢献いたしました。海外でのパッケージ販売につきましても、５月には「Ｇｕｎｂ

ｕｓｔｅｒ２」、「Ｄｅｍｏｎ Ｐｒｉｎｃｅ ＥＮＭＡ」の２タイトルを発売いたしました。

　音楽パッケージソフトとしては、ＡＬＩ ＰＲＯＪＥＣＴの「薔薇架刑」が発売から２か月で８万枚の売上となり、

また、「らき☆すた」関連のＣＤも好調で、オープニングテーマ「もってけ！セーラーふく」はオリコンチャート２

位（2007年６月４日付週間ランキング）となり、12万枚を超える売上となりました。

　この結果、パッケージソフト事業の当第１四半期の売上高は、49億26百万円（前年同期比16.6％減）となりました。

 

［ライセンス事業］

　当セグメントでは、国内ライセンス事業においては、「トップをねらえ！」等の商品化配分や「遙かなる時空の中

で」の配分収入に、音楽出版売上の１億67百万円を加え、売上高は４億５百万円（前年同期比31.9％増）となりまし

た。海外ライセンス事業においては、「メトロポリス」、「ああっ女神さまっ」、「カウボーイビバップ」などの配

分収入により、２億12百万円（前年同期比42.4％増）となりました。

　この結果、ライセンス事業の当第１四半期の売上高は、６億17百万円（前年同期比35.3％増）となりました。
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（２）財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等

　①　当第１四半期末の総資産、負債、純資産の概況

　総資産につきましては、主に現金及び預金、売掛金の減少等により211億20百万円となりました。

　負債につきましては、主に支払手形及び買掛金、未払法人税の減少等により66億29百万円となりました。

　純資産は144億90百万円となり、自己資本比率は65.8％となりました。 

　②　当第１四半期末までのキャッシュ・フローの概況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、61億28百万円と

なりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間末までの営業活動によるキャッシュ・フローは、11億12百万円の減少となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益が４億88百万円ありましたが、前渡金の増加が４億36百万円、法人税等の支払額が13

億19百万円等があったこと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）

  当第１四半期連結会計期間末までの投資活動によって使用し減少した資金は２億10百万円となりました。これは、

主に、有形固定資産の取得による支出が１億43百万円、無形固定資産の取得による支出が70百万円あったことによる

ものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間末までの財務活動によって使用した資金は６億27百万円となりました。これは、配当金

の支払いによるものであります。 

（３）業績予想に関する定性的情報等

　当連結会計年度の今後の映像パッケージソフト展開につきましては、「アイドルマスター　ＸＥＮＯＧＬＯＳＳＩ

Ａ」や「機神大戦ギガンティック・フォーミュラ」等のＴＶアニメーション作品が４月より放映されており、７月か

ら商品発売の予定となっております。加えて、上期におきましては、「新機動戦記ガンダムＷ」、「攻殻機動隊　Ｓ

ＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ　ＣＯＭＰＬＥＸ」、「劇場版　宇宙戦艦ヤマト」等のＤＶＤ－ＢＯＸ商品も発売する予定で

す。また、海外展開においても戦略的に重要なＨＤ ＤＶＤやブルーレイ・ディスク（ＢＤ）につきましては、当社を

代表する劇場作品等の両フォーマットに対応した商品を第２四半期以降国内外に投入してまいります。先ずは、６月

２６日にその最初の商品となる「ＦＲＥＥＤＯＭ　１」（ＨＤ　ＤＶＤとＤＶＤのツインフォーマット）を北米で発

売し、BANDAI VISUAL USA INC.がその販売を行ないます。

　音楽パッケージソフトにつきましては、好調な「らき☆すた」やその他の新作アニメーション、ＪＡＭ　Ｐｒｏｊ

ｅｃｔ等人気アーティストの新商品展開を図ってまいります。

　なお、平成20年２月期の中間期及び通期の業績予想につきましては、不確定な要素が多いことから、現時点では平

成19年４月６日発表の連結業績予想数値を変更いたしません。

　（中間期及び通期の見通しに関する注意事項）

　前述の業績等の中間期及び通期の見通しは、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社グループで判

断したものであり、リスクや不確実性を内包しております。従いまして、実際の業績は、様々な要因によってこれら

の見通しから異なる結果となる可能性があります。
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【四半期連結財務諸表等】

【四半期連結財務諸表】

①【第１四半期連結貸借対照表】

区分

当第１四半期
連結会計期間末

 
（平成19年５月31日）

前第１四半期
連結会計期間末

 
（平成18年５月31日）

増減
 
 

前連結会計年度末の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,128,656 4,507,600 1,621,055 36.0 7,596,807

２．売掛金 2,884,136 3,031,865 △147,729 △4.9 5,520,960

３．たな卸資産 865,354 504,183 361,171 71.6 732,837

４．繰延税金資産 572,886 626,310 △53,424 △8.5 572,886

５. 前渡金 3,496,687 3,850,049 △353,362 △9.2 3,051,068

６．親会社に対する短期
貸付金

4,000,000 4,000,000 － － 4,000,000

７．その他 213,174 250,275 △37,100 △14.8 205,307

貸倒引当金 △9,202 △3,329 △5,873 176.4 △10,484

流動資産合計 18,151,693 16,766,956 1,384,737 8.3 21,669,383

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 741,445 694,297 47,148 6.8 727,441

２．無形固定資産 863,782 646,885 216,896 33.5 846,034

３．投資その他の資産

 　(1)投資有価証券 955,686 1,187,558 1,007,308

 　(2)関係会社株式 － 190,523 527,533

 　(3)長期貸付金 59,299 68,395 62,295

   (4)その他 354,217 325,476 344,756

   (5)繰延税金資産 92,854 － 71,745

貸倒引当金 △98,545 1,363,513 △107,500 1,664,452 △300,939 △18.1 △101,400 1,912,238

固定資産合計 2,968,740 3,005,635 △36,894 △1.2 3,485,713

資産合計 21,120,434 19,772,591 1,347,842 6.8 25,155,097
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区分

当第１四半期
連結会計期間末

 
（平成19年５月31日）

前第１四半期
連結会計期間末

 
（平成18年５月31日）

増減
 
 

前連結会計年度末の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 4,095,187 3,598,105 497,082 13.8 6,992,968

２．１年以内返済予定の
長期借入金

－ 64,280 △64,280 △100.0 －

３．未払法人税等 252,568 431,359 △178,790 △41.4 1,307,926

４．役員賞与引当金 26,153 13,500 12,653 93.7 85,588

５．その他 1,625,718 1,855,298 △229,579 △12.4 1,174,665

流動負債合計 5,999,627 5,962,542 37,084 0.6 9,561,149

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 126,810 △126,810 △100.0 －

２．繰延税金負債 － 42,360 △42,360 △100.0 －

３．役員退職慰労引当金 － 189,259 △189,259 △100.0 228,180

４．その他 629,923 382,931 246,991 64.5 387,974

固定負債合計 629,923 741,361 △111,437 △15.0 616,154

負債合計 6,629,550 6,703,903 △74,352 △1.1 10,177,304

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 2,182,500 2,182,500 － － 2,182,500

　２．資本剰余金 1,214,500 1,214,500 － － 1,214,500

　３．利益剰余金 10,371,025 8,953,753 1,417,271 15.8 10,904,665

株主資本合計 13,768,025 12,350,753 1,417,271 11.5 14,301,665

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

104,972 286,474 △181,501 △63.4 135,857

２．為替換算調整勘定 13,744 － 13,744 － －

評価・換算差額等
合　　　　　　計 

118,717 286,474 △167,757 △58.6 135,857

Ⅲ　少数株主持分 604,141 431,459 172,681 40.0 540,269

純資産合計 14,490,883 13,068,687 1,422,195 10.9 14,977,792

負債及び純資産合計 21,120,434 19,772,591 1,347,842 6.8 25,155,097
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②【第１四半期連結損益計算書】

区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

 
増減
 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
 増減率

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,543,987 6,366,084 △822,097 △12.9 32,189,453

Ⅱ　売上原価 3,647,238 3,808,853 △161,614 △4.2 20,744,583

売上総利益 1,896,748 2,557,231 △660,483 △25.8 11,444,870

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,479,785 1,593,532 △113,746 △7.1 6,598,893

営業利益 416,963 963,699 △546,736 △56.7 4,845,976

Ⅳ　営業外収益 64,979 54,660 10,319 18.9 92,902

Ⅴ　営業外費用 － 4,111 △4,111 △100.0 5,409

経常利益 481,943 1,014,248 △532,304 △52.5 4,933,470

Ⅵ　特別利益 6,382 4,352 2,030 46.6 10,150

Ⅶ　特別損失 － 740 △740 △100.0 4,741

税金等調整前四半期
（当期）純利益

488,326 1,017,860 △529,534 △52.0 4,938,878

法人税、住民税及び
事業税

263,421 434,553 1,947,896

法人税等調整額 － 263,421 － 434,553 △171,132 △39.4 42,266 1,990,162

少数株主利益 34,667 20,074 14,592 72.7 173,167

四半期（当期）純利
益

190,238 563,232 △372,994 △66.2 2,775,548

－ 7 －



③【第１四半期連結株主資本等変動計算書】

　当第１四半期連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年５月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年２月28日　残高

（千円）
2,182,500 1,214,500 10,904,665 14,301,665

四半期連結会計期間中の変動
額

    

剰余金の配当

（千円）
  △576,000 △576,000

四半期純利益

（千円）
  190,238 190,238

連結子会社の増加による剰
余金の減少高

（千円）
  △147,878 △147,878

株主資本以外の項目の四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

（千円）

    

四半期連結会計期間中の変動
額合計

（千円）
－ － △533,640 △533,640

平成19年５月31日　残高

（千円）
2,182,500 1,214,500 10,371,025 13,768,025

評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成19年２月28日　残高

（千円）
135,857 － 135,857 540,269 14,977,792

四半期連結会計期間中の変動
額

     

剰余金の配当

（千円）
    △576,000

四半期純利益

（千円）
    190,238

連結子会社の増加による剰
余金の減少高

（千円）
    △147,878

株主資本以外の項目の四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

（千円）

△30,884 13,744 △17,140 63,871 46,731

四半期連結会計期間中の変動
額合計

（千円）
△30,884 13,744 △17,140 63,871 △486,909

平成19年５月31日　残高

（千円）
104,972 13,744 118,717 604,141 14,490,883
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　前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

株主資本
評価・換算

差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

平成18年２月28日　残高

（千円）
2,182,500 1,214,500 8,956,221 12,353,221 218,217 － 12,571,438

連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当

（千円）
  △720,000 △720,000   △720,000

役員賞与

（千円）
  △61,700 △61,700   △61,700

当期純利益

（千円）
  2,775,548 2,775,548   2,775,548

連結子会社の合併による剰
余金の減少

（千円）
  △45,403 △45,403   △45,403

株主資本以外の項目の連結
会計期間中の変動額（純
額）

（千円）

    △82,360 540,269 457,909

連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 1,948,444 1,948,444 △82,360 540,269 2,406,353

平成19年２月28日　残高

（千円）
2,182,500 1,214,500 10,904,665 14,301,665 135,857 540,269 14,977,792

－ 9 －



④【第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前四半期
（当期）純利益

488,326 1,017,860 4,938,878

減価償却費 165,961 85,551 426,549

連結調整勘定償却額 － 28,927 115,710

のれん償却額 28,927 － －

諸引当金の増減額 △214,673 4,498 129,767

受取利息及び受取配
当金

△57,969 △52,306 △63,769

支払利息 － 1,518 2,765

固定資産除却損 － 740 4,741

売上債権の増減額 2,673,421 1,113,530 △1,372,070

たな卸資産の増減額 △96,911 142,241 △74,470

前渡金の増減額 △436,166 △672,476 131,149

未収入金の増減額 28,621 △17,020 △33,436

前払費用の増減額 △1,900 △23,592 38,496

仕入債務の増減額 △2,949,770 △760,063 2,634,800

未払金の増減額 130,767 △283,651 △668,855

未払費用の増減額 85,915 116,699 8,606

前受金の増減額 81,049 3,043 △215,787

差入保証金の増減額 1,443 9,622 △2,300

預り保証金の増減額 △2,398 9,454 14,498

役員賞与の支払額 △85,588 △61,700 △61,700

その他 310,090 45,709 △71,641

小計 149,145 708,588 5,881,930

利息及び配当金の受
取額

57,969 52,306 61,069

利息の支払額 － △1,518 △2,765

法人税等の支払額 △1,319,961 △1,088,456 △1,725,266

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,112,846 △329,079 4,214,967
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区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

△143,652 △68,492 △400,346

有形固定資産の売却
による収入

－ 6,636 6,636

無形固定資産の取得
による支出

△70,149 △9,923 △343,092

無形固定資産の売却
による収入 

－ 250 250

投資有価証券の取得
による支出

△372 △370 △73,685

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

－ △98,418 △98,418

関係会社株式の取得
による支出

－ △80,000 △417,010

出資による支出 － △3,000 △3,000

親会社への短期貸付
けによる支出 

－ △4,000,000 △4,000,000

短期貸付金の回収に
よる収入

－ 37,090 37,090

長期貸付金の回収に
よる収入

4,030 4,000 10,100

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△210,144 △4,212,229 △5,281,477
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区分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の返済に
よる支出

－ △151,000 △215,280

長期借入金の返済に
よる支出 

－ △16,070 △142,880

配当金の支払額 △576,000 △504,000 △720,000

少数株主への配当金
の支払額

△51,950 － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△627,950 △671,070 △1,078,160

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

△2,972 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

△1,953,914 △5,212,378 △2,144,669

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

7,596,807 9,719,979 9,719,979

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

485,762 － －

Ⅷ　連結子会社の合併によ
る現金及び現金同等物
の増加額

－ － 21,498

Ⅸ　現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

6,128,656 4,507,600 7,596,807
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（参考）最近における四半期ごとの業績の推移

   平成20年２月期（連結）

 
第１四半期

19年３月～19年５月

第２四半期

19年６月～19年８月

第３四半期

19年９月～19年11月

 百万円 百万円 百万円

売　　上　　高 5,543 － －

売　上　総　利　益 1,896 － －

営　業　利　益 416 － －

経　常　利　益 481 － －

税金等調整前四半期純利益 488 － －

四 半 期 純 利 益 190 － －

 円 円 円

１株当たり四半期純利益 1,321.09 － －

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益 － － －

 百万円 百万円 百万円

総　　資　　産 21,120 － －

純　　資　　産 14,490 － －

 円 円 円

１株当たり純資産 96,435.71 － －

 営業活動による

キャッシュ・フロー

百万円 百万円 百万円

△1,112 － －

投資活動による

キャッシュ・フロー △210 － －

財務活動による

キャッシュ・フロー △627 － －

現金及び現金同等物

期　末　残　高 6,128 － －

 　（注）記載金額は百万円未満及び銭未満を切り捨てて表示しております。
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