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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高
営業利益又は
営業損失（△）

経常利益又は
経常損失（△）

四半期（当期）
純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 633 △22.5 △150 － △159 － △100 －

19年３月期第１四半期 818 △46.1 △39 － △27 － △27 －

19年３月期 4,220  79  66  △277  

１株当たり四半期
（当期）純損失（△）

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３月期第１四半期 △655 92 － －

19年３月期第１四半期 △176 66 － －

19年３月期 △1,787 20 － －

(2）財政状態  

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３月期第１四半期 5,403 2,283 42.2 14,839 83

19年３月期第１四半期 4,404 2,722 61.8 17,365 80

19年３月期 5,702 2,384 41.8 15,505 62

(3）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

20年３月期第１四半期 △229 128 △8 447

19年３月期第１四半期 76 △80 △105 1,097

19年３月期 △217 △111 △320 557
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年３月期第１四半期 － －

20年３月期第１四半期 － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,600 △25.9 △155 － △165 － △104 － △676 20

通期 5,000 18.5 320 302.6 300 354.5 165 － 1,072 82

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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19年５月22日に公表いたしました業績予想は、中間期について修正しております。なお、通期につきましては

　　 変更ありません。なお、詳細につきましては、本日開示の「中間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

　　 い。

 ２．上記に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的と判断す

　　 る一定の前提に基づいており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の数値等は業況の変化等により、大き

　　 く異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油高や米国経済の減速など懸念材料はあるものの、企業収益の改善を背景に、

設備投資が増加を続けているほか、個人消費にも持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかに拡大を続けておりま

す。

  このような経済環境の中、当社は、売上高633百万円、営業損失150百万円、経常損失159百万円を計上しました。

前年同期比では売上高で184百万円、営業利益で110百万円、経常利益で132百万円減となりました。この第１四半期の業

績予想との差異の主な要因は、NGN向Anagranフロールータ製品のソフト開発が遅れ、当第１四半期での売上が下期以降

にずれたためであります。

２．財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期における総資産は、前事業年度に比べ298百万円減少し、5,403百万円となりました。その主な要因は、

繰延税金資産が129百万円増加しましたが、投資有価証券242百万円、売掛金169百万円等の減少によるものであります。

　負債は、前事業年度末に比べ197百万円減少し、3,120百万円となりました。その主な要因は、前受金76百万円、賞与

引当金44百万円増加しましたが、買掛金336百万円の減少によるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ100百万円減少し、2,283百万円となりました。その主な要因は、四半期

純損失計上による利益剰余金100百万円の減少によるものであります。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は447百万円となり、前事業年度末に比べ109百万円の減少となりま

した。

　（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・フローは229百万円の支出となりました。その主な内容は、売上債権の減少156百万円が

あったものの仕入債務の減少336百万円、税引前四半期純損失158百万円の計上があったためであります。

　（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・フローは128百万円の収入となりました。その主な内容は、定期預金の預入れによる支出

112百万円があったものの投資有価証券の売却による収入240百万円があったためであります。

　（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・フローは８百万円の支出となりました。その主な内容は、長期借入金の返済によるもの

であります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績の進捗を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成20年３月期の中間期の業績予想を修正い

たします。なお、通期につきましては変更ありません。

　なお、中間期の業績予想に関する事項につきましては、本日、平成19年８月３日公表の「平成20年３月期中間業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　たな卸資産については、実地たな卸しを省略しております。

　その他、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前四半期
（平成19年３月期

第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成19年３月期

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 1,279,676 650,216 △629,460 △49.2 753,875

２.受取手形 107,061 30,908 △76,152 △71.1 17,437

３.売掛金 1,365,743 3,090,035 1,724,292 126.3 3,259,694

４.たな卸資産 167,778 325,384 157,606 93.9 315,445

５.前渡金 204,246 156,635 △47,611 △23.3 153,296

６.その他 78,725 184,872 106,146 134.8 231,246

貸倒引当金 △1,727 △1,259 467 △27.1 △1,346

流動資産合計 3,201,503 4,436,792 1,235,289 38.6 4,729,649

Ⅱ　固定資産      

１.有形固定資産 30,899 36,088 5,188 16.8 32,489

２.無形固定資産 4,858 5,765 907 18.7 4,922

３.投資その他の資産      

(1)投資有価証券 832,698 397,514 △435,184 △52.3 639,773

(2)その他 336,759 527,755 190,995 56.7 296,000

貸倒引当金 △1,774 － 1,774 － －

投資その他の資産合計 1,167,683 925,269 △242,413 △20.8 935,774

固定資産合計 1,203,441 967,123 △236,317 △19.6 973,186

資産合計 4,404,944 5,403,916 998,971 22.7 5,702,836
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科目

前四半期
（平成19年３月期

第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成19年３月期

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.買掛金 1,124,613 2,484,386 1,359,772 120.9 2,820,955

２.短期借入金 － 100,000 100,000 － 100,000

３.１年内返済予定長
期借入金

43,230 9,250 △33,980 △78.6 17,500

４.未払法人税等 14,962 2,713 △12,248 △81.9 －

５.前受金 314,621 302,352 △12,268 △3.9 226,044

６.その他 175,310 221,448 46,138 26.3 153,573

流動負債合計 1,672,737 3,120,151 1,447,414 86.5 3,318,072

Ⅱ　固定負債      

１.長期借入金 9,250 － △9,250 － －

固定負債合計 9,250 － △9,250 － －

負債合計 1,681,987 3,120,151 1,438,164 85.5 3,318,072

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１.資本金　 1,182,604 1,182,604 － － 1,182,604

２.資本剰余金 1,229,039 1,229,039 － － 1,229,039

３.利益剰余金 495,839 145,143 △350,696 △70.7 246,024

４.自己株式 － △280,637 △280,637 － △280,637

株主資本合計 2,907,483 2,276,149 △631,334 △21.7 2,377,030

Ⅱ　評価・換算差額等      

１.その他有価証券評
価差額金

△184,526 6,215 190,741 － 7,733

評価・換算差額等合計 △184,526 6,215 190,741 － 7,733

Ⅲ　新株予約権 － 1,400 1,400 － －

純資産合計 2,722,957 2,283,765 △439,192 △16.1 2,384,764

負債及び純資産合計 4,404,944 5,403,916 998,971 22.7 5,702,836
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前四半期
（平成19年３月期

第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第１四半期）
増減

（参考）
平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 818,350 633,959 △184,390 △22.5 4,220,929

Ⅱ　売上原価 604,889 498,782 △106,106 △17.5 3,144,653

売上総利益 213,461 135,177 △78,284 △36.7 1,076,276

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

253,164 285,628 32,463 12.8 996,794

営業利益又は
営業損失（△）

△39,703 △150,451 △110,747 － 79,481

Ⅳ　営業外収益 12,714 3,964 △8,750 △68.8 12,150

Ⅴ　営業外費用 326 13,170 12,844 － 25,628

経常利益又は
経常損失（△）

△27,314 △159,657 △132,342 － 66,003

Ⅵ　特別利益 － 986 986 － 381

Ⅶ　特別損失 － 200 200 － 502,652

税引前第１四半期
（当期）純利益又は
税引前第１四半期純
損失（△）

△27,314 △158,870 △131,555 － △436,268

法人税、住民税及び
事業税

12,770 781 △11,989 △93.9 3,780

過年度法人税等 － － － － 15,410

法人税等調整額 △12,385 △58,770 △46,384 － △177,943

第１四半期（当期）
純利益又は第１四半
期純損失（△）

△27,699 △100,881 △73,181 － △277,514
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 130,000 106,024 246,024 △280,637 2,377,030

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失      △100,881 △100,881  △100,881

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

         

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － － － △100,881 △100,881 － △100,881

平成19年６月30日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 130,000 5,143 145,143 △280,637 2,276,149

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

7,733 7,733 － 2,384,764

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失    △100,881

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額）

△1,517 △1,517 1,400 △117

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

△1,517 △1,517 1,400 △100,998

平成19年６月30日　残高
（千円）

6,215 6,215 1,400 2,283,765
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３期

　　　第１四半期）

当四半期
（平成20年３期

　　　第１四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 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    

税引前四半期（当期）純損失 △27,314 △158,870 △436,268

減価償却費 2,357 2,115 9,287

賞与引当金の増減額 53,301 37,328 28,734

役員賞与引当金の増減額 － 6,999 －

貸倒引当金の増減額 － △86 △2,155

受取利息及び受取配当金 △4,063 △3,833 △11,475

支払利息 320 360 1,021

売上債権の増減額 142,151 156,187 △1,660,401

たな卸資産の増減額 △116,864 △14,278 △265,253

仕入債務の増減額 123,596 △336,568 1,819,938

未払消費税等の増減額 △8,468 10,372 △28,582

役員賞与の支払額 △32,000 － △32,000

その他 △4,490 68,913 494,211

小計 128,526 △231,360 △82,943

利息及び配当金の受取額 4,063 3,833 11,253

利息の支払額 △320 △360 △1,106

法人税等の支払額 △56,233 △1,726 △144,719

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,035 △229,613 △217,516
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前年同四半期
（平成19年３期

　　　第１四半期）

当四半期
（平成20年３期

　　　第１四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 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    

定期預金の預入による支出 △62,541 △112,545 △286,433

定期預金の払戻による収入 5,041 5,041 208,799

有形固定資産の取得による支出 △317 △4,557 △2,425

無形固定資産の取得による支出 △579 － △2,000

投資有価証券の取得による支出 △16,402 △300 △17,302

投資有価証券の売却による収入 － 240,900 －

会員権の取得による支出 △4,000 － △4,000

会員権の売却による収入 － 200 －

敷金及び保証金の差入による支出 △475 － △5,060

敷金及び保証金の返還による収入 － 282 －

その他 △745 △745 △2,983

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,021 128,275 △111,406

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 － － 100,000

長期借入金の返済による支出 △31,040 △8,250 △66,020

配当金の支払額 △74,480 △75 △73,859

自己株式の取得による支出 － － △280,637

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,520 △8,325 △320,517

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △109,506 △109,662 △649,440

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,206,649 557,209 1,206,649

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,097,143 447,546 557,209
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