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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

 
当社は、本日、平成 20 年 3 月 17 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、なお一

層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添の通りお知らせいたします。 

添付資料は、平成 20 年 2月 14 日に公表済みの資料です。 

なお、平成 20 年 3月期の配当予想を下記に記載しております。 

 

 

平成 20 年 3月期 1 株当たり配当予想（平成 20年 2 月 25 日公表済み） 

 中間期 期末 年間 

平成 20 年 3月期（予想） － 2,000 円 2,000 円 

 

※ 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及び将来の業績に与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は、今後発生しうる様々な要因等に

よって、予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

以  上 
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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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 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３月期第３四半期 8,729 21.2 817 32.8 1,291 99.9 743 101.9

19年３月期第３四半期 7,200 － 615 － 646 － 368 －

19年３月期 9,180 21.5 686 75.0 775 36.3 437 66.7

（注）四半期の経営成績の売上高、営業利益等の項目につきましては、前第３四半期より開示を行っておりますので、平成19年３月期第３四

　　　半期に対する増減率の記載は行っておりません。

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３月期第３四半期 33,557 09 32,702 48

19年３月期第３四半期 19,127 70 18,852 55

19年３月期 21,965 82 21,368 67

(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３四半期 12,229 4,668 38.2 210,217 18

19年３月期第３四半期 11,737 3,848 32.8 174,933 85

19年３月期 10,792 3,918 36.3 178,029 66

(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３四半期 △210 △311 △74 1,497

19年３月期第３四半期 163 48 1,365 2,591

19年３月期 △158 10 1,226 2,088

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期　末 年　間

 　　　　円　　銭 　　　　円　　銭 　　　　円　　銭

平成19年３月期 ― ― 0　　　00

平成20年３月期（実績） ― ―

0　　　00

平成20年３月期（予想） ― ―

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）

 （％表示は対前期）

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

通期 11,011 19.9 853 24.3 924 19.2 527 20.6 23,744 09

（注）平成20年３月期第３四半期では、為替差益499百万円を営業外収益に計上しております。

この為替予約の時価評価額は、各期末時為替レートにより為替差益又は為替差損となる可能性があり、現段階におきましてこの為替動向を

予想することは困難であるため、平成20年３月期の業績予想につきましては、為替差損益を加味しておりません。
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４．その他

(1）四半期財務諸表作成基準　　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有

 　（注）詳細は、４ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、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、多分に不

確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、予想数値と異なる可能性があります。
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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３四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の表面化、原油価格高騰、円高であるものの、輸出が

好調に推移し、全体的に緩やかな回復基調が続いています。

 このような状況の中、当社は、新たなエクスクルーシブを獲得し、その中でも第４四半期から販売を開始する世界的

ブランドである「マルケージ・デ・フレスコバルディ」の正規代理店となりました。シャンパンを含むスパークリング

ワインの需要も好調に推移し、お客様の嗜好ニーズ等々に的確に対応しており、売上高等堅調に推移しております。

 また、10月には栃木県那須塩原市にエイジング・ワインセラーをオープンし、ワインを長期間熟成させることができ

る環境整備をしました。

 ショップ部門は、当第３四半期末までにエノテカ375＆シャンパーニュ東京駅店を含む計３店舗をオ－プンしており、

既存店売上も依然順調に推移した結果、売上高4,225百万円（対前年同期比22.3％増）、営業利益359百万円（対前年同

期比73.8％増）となっております。

 卸し営業部門は、６月に横浜営業所が開設し、国内７営業所体制となっており、引続き売上高を含めホテル・レスト

ランとの取引は依然拡大傾向にあり、特に高級スーパー等の取引が好調に推移し、売上高3,454百万円（対前年同期比

35.6％増）、営業利益299百万円（対前年同期比54.6％増）となっております。

 通販サービス部門は、国内プリムール先行販売による売上は当該部門で計上し、且つ、当該先行販売による売上計上

額は２年前に確定しており、該当商品を出荷することにより売上計上を行うこととしております。

 当事業年度国内プリムール先行販売商品出荷による売上計上は約270百万円となっており、その内、当第３四半期末ま

での売上計上額は272百万円（対前年同期比54.9％減）を計上し、ネット通販売上を含めまして売上高1,048百万円（対

前年同期比12.4％減）営業利益158百万円（対前年同期比26.4％減）となっております。

 その結果、当第３四半期における売上高は8,729百万円（対前年同期比21.2％増）、営業利益817百万円（対前年同期

比32.8％増）、経常利益1,291百万円（対前年同期比99.9％増）となり、第３四半期純利益は、743百万円（対前年同期

比101.9％増）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

「財政状態」

当第３四半期における総資産は、前事業年度末に比べ1,437百万円増加し、12,229百万円となりました。

　主な要因としましては、現金及び預金が減少した一方で、売掛金及びたな卸資産、有形固定資産等が増加したため

であります。

負債につきましては、主に買掛金の増加等により、前事業年度末に比べ687百万円増加し、7,560百万円となりまし

た。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ750百万円増加し、4,668百万円となりました。

「キャッシュ・フローの状況」

当第３四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末より591百万円減少し、1,497百万円となりました。

当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①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、210百万円の支出（前年同期は163百万円の収入）となりました。

　これは主に、税引前第３四半期純利益1,291百万円の計上、売上債権の増加額1,173百万円があった一方で、未払金

の増加額96百万円、法人税等の支払額による支出456百万円があったことによるものです。

②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、311百万円の支出（前年同期は48百万円の収入）となりました。

　これは主に、定期預金の預入、払戻しによる純増44百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出332百

万円、敷金及び保証金の差入、返還による支出30百万円があったことによるものです。

③財務活動によるキャシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、74百万円の支出（前年同期は1,365百万円の収入）となりました。

　これは主に、長期借入金の借入、返済による純増105百万円があった一方で、社債の償還による支出160百万円、割

賦債務の返済による支出18百万円があったことによるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年10月15日に公表しました業績予想の見直しは行っておりませ

ん。

　平成20年３月期第３四半期では、為替差益499百万円を営業外収益に計上しておりますが、この為替予約の時価評

価額は、各期末時為替レートにより為替差益又は為替差損となる可能性があり、現段階におきましてこの為替動向を

予想することは困難であるため、平成20年３月期の業績予想につきましては、為替差損益を加味しておりません。

 ４. その他

（１）四半期財務諸表の作成基準

中間財務諸表作成基準を適用しております。

 　（２）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

 当第３四半期会計期間より平成19年度法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産の

減価償却費については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

 　　　　なお、この変更により損益に与える影響は軽微であります。

 　　　　また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、前期末において償却可能額まで償却が終了して

　　　　いるものについては、残存簿価を５年間で均等償却しております。

 　　　　なお、この変更により損益に与える影響は軽微であります。

（３）会計監査人の関与

会計監査人の関与はありません。
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期

会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期

会計期間末

（平成19年12月31日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  3,055,098  1,892,826  2,529,040  

２．売掛金  1,664,995  2,042,859  858,729  

３．たな卸資産  2,518,487  2,745,002  2,456,456  

４．前渡金  2,665,227  2,971,645  2,953,938  

５．為替予約資産  104,140  457,993  143,472  

６．繰延税金資産  37,042  49,911  64,434  

７．その他  ※３ 49,621  49,272  82,169  

貸倒引当金  △3,496  △3,677  △1,545  

流動資産合計  10,091,117 86.0 10,205,833 83.4 9,086,695 84.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1）建物  438,909  910,852  428,250  

(2）器具及び備品  41,026  67,466  39,659  

(3）土地  714,144  754,353  714,144  

(4）建設仮勘定  183,288  －  245,308  

有形固定資産合計  1,377,367  1,732,672  1,427,362  

２．無形固定資産  6,656  6,264  6,470  

３．投資その他の資産        

(1）敷金・保証金  160,902  160,325  161,164  

(2）繰延税金資産  70,015  86,063  72,394  

(3）その他  31,532  38,724  37,959  

投資その他の資産合

計
 262,450  285,113  271,518  

固定資産合計  1,646,474 14.0 2,024,051 16.6 1,705,352 15.8

資産合計  11,737,591 100.0 12,229,885 100.0 10,792,048 100.0
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前第３四半期

会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期

会計期間末

（平成19年12月31日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．輸入支払手形   ※４ 440,095  160,136  －  

２．買掛金  1,374,561  1,363,548  848,089  

３．一年以内返済予定長期

借入金
※２ 498,080  646,170  497,570  

４．一年以内償還予定社債  160,000  500,000  160,000  

５．未払金  558,806  474,382  459,620  

６．未払法人税等  184,123  367,626  279,073  

７．前受金  786,960  824,125  811,374  

８．賞与引当金  19,452  20,418  57,028  

９．ポイント引当金  32,537  28,854  36,907  

10．その他 ※３ 138,907  158,930  152,782  

流動負債合計  4,193,524 35.7 4,544,192 37.1 3,302,445 30.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債  1,410,000  910,000  1,410,000  

２．長期借入金 ※２ 2,034,045  1,864,500  1,907,135  

３．退職給付引当金  64,758  84,535  66,590  

４．役員退職慰労引当金  106,148  125,811  110,164  

５．その他  80,571  31,922  77,280  

固定負債合計  3,695,522 31.5 3,016,769 24.7 3,571,169 33.1

負債合計  7,889,047 67.2 7,560,962 61.8 6,873,615 63.7

エノテカ㈱（3049）平成 20 年３月期 第３四半期財務･業績の概況（非連結）

－ 6 －



  
前第３四半期

会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期

会計期間末

（平成19年12月31日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,306,375 11.2 1,310,050 10.7 1,306,550 12.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,296,375  1,300,050  1,296,550  

資本剰余金合計  1,296,375 11.0 1,300,050 10.6 1,296,550 12.0

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

別途積立金  300,000  300,000  300,000  

繰越利益剰余金  945,794  1,758,823  1,015,332  

利益剰余金合計  1,245,794 10.6 2,058,823 16.9 1,315,332 12.2

株主資本合計  3,848,544 32.8 4,668,923 38.2 3,918,432 36.3

純資産合計  3,848,544 32.8 4,668,923 38.2 3,918,432 36.3

負債純資産合計  11,737,591 100.0 12,229,885 100.0 10,792,048 100.0
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(2）四半期損益計算書

  

前第３四半期会計期間

(自  平成18年４月１日

至  平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高  7,200,990 100.0 8,729,123 100.0 9,180,862 100.0

Ⅱ　売上原価  4,547,788 63.2 5,402,080 61.9 5,762,464 62.8

売上総利益  2,653,202 36.8 3,327,042 38.1 3,418,397 37.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,037,557 28.3 2,509,575 28.7 2,732,009 29.7

営業利益  615,644 8.5 817,467 9.4 686,388 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※２ 114,471 1.6 532,690 6.1 194,168 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※３ 83,880 1.1 58,605 0.7 105,345 1.2

経常利益  646,235 9.0 1,291,552 14.8 775,211 8.4

Ⅵ　特別利益 ※４ 432 0.0 － － 432 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５ 1,096 0.0 － － 1,096 0.0

税引前第３四半期

（当期）純利益
 645,570 9.0 1,291,552 14.8 774,547 8.4

法人税、住民税及び

事業税
 283,130 3.9 547,207 6.3 372,339 4.0

法人税等調整額  △5,844 0.0 853 0.0 △35,615 △0.4

第３四半期（当期）

純利益
 368,284 5.1 743,490 8.5 437,822 4.8
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

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18年３月31日　残高（千円） 497,000 487,000 487,000 300,000 577,510 877,510 1,861,510 1,861,510

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行 809,375 809,375 809,375    1,618,750 1,618,750

第３四半期純利益     368,284 368,284 368,284 368,284

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
809,375 809,375 809,375  368,284 368,284 1,987,034 1,987,034

平成18年12月31日　残高（千円） 1,306,375 1,296,375 1,296,375 300,000 945,794 1,245,794 3,848,544 3,848,544

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

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） 1,306,550 1,296,550 1,296,550 300,000 1,015,332 1,315,332 3,918,432 3,918,432

第３四半期会計期間中の変動額  

　新株の発行 3,500 3,500 3,500    7,000 7,000

第３四半期純利益     743,490 743,490 743,490 743,490

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
3,500 3,500 3,500  743,490 743,490 750,490 750,490

平成19年12月31日　残高（千円） 1,310,050 1,300,050 1,300,050 300,000 1,758,823 2,058,823 4,668,923 4,668,923

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

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18年３月31日　残高（千円） 497,000 487,000 487,000 300,000 577,510 877,510 1,861,510 1,861,510

事業年度中の変動額  

　新株の発行 809,550 809,550 809,550    1,619,100 1,619,100

当期純利益     437,822 437,822 437,822 437,822

事業年度中の変動額合計（千円） 809,550 809,550 809,550  437,822 437,822 2,056,922 2,056,922

平成19年３月31日　残高（千円） 1,306,550 1,296,550 1,296,550 300,000 1,015,332 1,315,332 3,918,432 3,918,432
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  

 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
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
    

税引前第３四半期（当期）

純利益
 645,570 1,291,552 774,547

減価償却費  45,787 62,401 61,213

退職給付引当金の増加額  9,474 17,945 11,306

役員退職慰労引当金の増加

額
 15,722 15,647 19,737

賞与引当金の増加額（△減

少額）
 △23,191 △36,609 14,384

貸倒引当金の増加額  2,086 2,131 135

ポイント引当金の増加額

(△減少額）
 13,502 △8,052 17,872

受取利息及び受取配当金  △1,047 △5,082 △2,889

支払利息  47,169 37,532 61,509

為替差益  △36,803 △4,414 △341

社債利息  11,247 12,628 15,237

株式交付費  12,636 － 12,636

支払保証料  8,858 7,765 11,551

投資有価証券売却益  △432 － △432

投資有価証券評価損  1,096 － 1,096

デリバティブ評価損  3,957 556 4,394

売上債権の増加額  △1,149,420 △1,173,993 △318,740

棚卸資産の増加額  △240,448 △288,545 △178,417

仕入債務の増加額

（△減少額）
 990,286 232,141 △388,565

未払金の増加額  84,168 96,795 36,162

未収消費税等の増加額  － △7,530 －

未払消費税等の増加額

（△減少額）
 41,849 △46,842 53,193

その他資産負債の増減額  12,305 78,401 △14,385

小計  494,375 284,427 191,206

利息及び配当金の受取額  647 5,719 2,158

利息の支払額  △54,476 △44,064 △74,657

法人税等の支払額  △276,635 △456,111 △277,133

営業活動による

キャッシュ・フロー
 163,910 △210,028 △158,426
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 前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
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  △375,504 △411,024 △402,904

定期預金の払戻による収入  628,915 455,696 679,515

有形固定資産の取得による

支出
 △202,535 △332,236 △253,480

 無形固定資産の取得によ

る支出
 － △375 －

投資有価証券の取得による

支出 
 △1,504,714 － △1,504,714

投資有価証券の売却による

収入
 1,505,146 － 1,505,146

敷金及び保証金の差入によ

る支出
 △324 △10,029 △1,379

敷金及び保証金の返還によ

る収入
 338 374 1,132

敷金の返還による支出  － △20,919 －

 敷金の預りによる収入  － 1,000 －

その他  △3,288 6,248 △12,898

投資活動による

キャッシュ・フロー
 48,033 △311,267 10,416

Ⅲ　財務活動による

キャッシュ・フロー
    

長期借入金の借入による収

入
 450,000 1,000,000 450,000

長期借入金の返済による支

出
 △577,510 △894,035 △704,930

社債の償還による支出  △80,000 △160,000 △80,000

割賦債務の返済による支出  △26,970 △18,626 △33,448

株式の発行による収入  1,606,113 7,000 1,606,463

その他  △5,865 △8,999 △11,819

財務活動による

キャッシュ・フロー
 1,365,767 △74,660 1,226,264

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算

差額
 3,743 4,414 341

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

（△減少額）
 1,581,454 △591,542 1,078,596

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  1,009,947 2,088,543 1,009,947

Ⅶ　現金及び現金同等物第３四半

期末（期末）残高
※１ 2,591,402 1,497,001 2,088,543

     

エノテカ㈱（3049）平成 20 年３月期 第３四半期財務･業績の概況（非連結）

－ 11 －



四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を

採用しております。

(1）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(3）たな卸資産

商品

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法による原価

法を採用しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

 未着品

　個別法による原価法を採用

しております。

未着品

同左

未着品

同左
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項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４月

１日以降取得分の建物（建物附

属設備を除く）は定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　15年～39年

器具及び備品　５年～８年

(1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４

月１日以降取得分の建物（建

物附属設備を除く）は定額

法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

 建物　　　　　15年～39年

 器具及び備品　５年～８年

 （会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、当第

３四半期会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益及び税引前第３四

半期純利益に与える影響は軽微

であります。

 （追加情報）

 　法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益及び税引前第３四

半期純利益に与える影響は軽微

であります。

(1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４

月１日以降取得分の建物（建

物附属設備を除く）は定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

 建物　　　　　15年～39年

 器具及び備品　５年～８年

 (2）無形固定資産

  自社利用のソフトウェアは社

内における合理的な利用可能期

間（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出に

備えるため、賞与支給見込額の

うち当第３四半期会計期間に負

担すべき金額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支出に

備えるため、賞与支給見込額の

うち当期に負担すべき金額を計

上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

第３四半期会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当第３

四半期会計期間末要支給額を計

上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

 (5）ポイント引当金

　顧客に付与されたポイントの

使用による費用発生に備えるた

め、その使用実績率に基づき当

第３四半期会計期間末において

将来使用されると見込まれる額

を計上しております。

(5）ポイント引当金

同左

(5）ポイント引当金

　顧客に付与されたポイントの

使用による費用発生に備えるた

め、その使用実績率に基づき当

期末において将来使用されると

見込まれる額を計上しておりま

す。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、第３四

半期決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左
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項目

前第３四半期会計期間 

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例

処理の要件を充たしている場合

には、特例処理を採用しており

ます。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスク

を回避する目的で利用しており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理を採用している金利

スワップについては、ヘッジの

有効性の評価を省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．四半期キャッシュ・フロー計算

書（キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

同左 同左

８．その他四半期財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 （四半期貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,848,544千円であります。 

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第３四半期会計期間における四半期貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,918,432千円であります。 

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。
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（5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年12月31日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

293,478千円 353,590千円 305,595千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 202,317千円

土地 714,144

　合計 916,461

建物 318,104千円

土地 34,050

合計 352,154

建物 200,968千円

土地 714,144

　合計 915,112

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定長期

借入金

69,000千円

長期借入金 918,375

　合計 987,375

一年以内返済予定長期

借入金

30,000千円

長期借入金 375,000

合計 405,000

一年以内返済予定長期

借入金

69,000千円

長期借入金 901,125

　合計 970,125

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

 
 ※４　「輸入支払手形」につきましては、当

　第３四半期会計期間において重要性が増

したため区分掲記しております。

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

 
 

――――――

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

 

 

 ――――――
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合

は85.3％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は14.7％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合

は87.2％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は12.8％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりで

す。 

※１　販売費に属する費用のおおよその割合

は85.0％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は15.0％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

給与手当 459,408千円

賞与引当金繰入額 19,452

役員退職慰労引当金

繰入額

15,722

退職給付費用 12,913

貸倒引当金繰入額 2,086

地代家賃 373,115

運賃 134,014

支払手数料 118,428

減価償却費 45,787

給与手当 582,089千円

賞与引当金繰入額 20,418

役員退職慰労引当金

繰入額

15,647

退職給付費用 20,474

貸倒引当金繰入額 2,131

地代家賃 406,684

運賃 172,191

支払手数料 127,627

減価償却費 62,401

給与手当 619,996千円

賞与引当金繰入額 57,028

役員退職慰労引当金

繰入額

19,737

退職給付費用 16,954

貸倒引当金繰入額 135

地代家賃 495,285

運賃 171,800

支払手数料 156,855

減価償却費 61,213

※２　営業外収益のうち主要なもの ※２　営業外収益のうち主要なもの ※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,047千円

為替差益 50,407

家賃収入 37,699

受取手数料 18,841

受取利息 5,082千円

為替差益 499,247

家賃収入 17,344

受取手数料 7,293

受取利息 2,889千円

為替差益 113,593

家賃収入 47,700

受取手数料 21,328

※３　営業外費用のうち主要なもの ※３　営業外費用のうち主要なもの ※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 47,169千円

社債利息 11,247

支払保証料 8,858

株式交付費 12,636

デリバティブ評価損 3,957

支払利息 37,532千円

社債利息 12,628

支払保証料 7,765

デリバティブ評価損 556

支払利息 61,509千円

社債利息 15,237

支払保証料 11,551

株式交付費 12,636

デリバティブ評価損 4,394

 ※４　特別利益のうち主要なもの

 投資有価証券売却益 432千円 

 ※４　　　　　――――――  ※４　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 432千円

 ※５　特別損失のうち主要なもの  ※５　　　　　―――――― ※５　特別損失のうち主要なもの

 投資有価証券評価損 1,096千円 投資有価証券評価損 1,096千円

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 36,831千円

無形固定資産 556

有形固定資産 49,951千円

無形固定資産 581

有形固定資産 49,094千円

無形固定資産 741
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 17,000 5,000 － 22,000

合計 17,000 5,000 － 22,000

 （注）普通株式の株式数の増加5,000株は、公募増資による増加であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第３四半
期会計期間
増加

当第３四半
期会計期間
減少

当第３四半
期会計期間
末

平成16年第１回新株予約権

（注）１、２
普通株式 960 － 10 950 －

平成18年第２回新株予約権

（注）３
普通株式 155 － － 155 －

合計 － 1,115 － 10 1,105 －

　（注）１．平成16年第１回新株予約権については、当第３四半期会計期間中に、新株予約権を行使することができる

　　　　　　期間が到来しております。

 　　　 ２．平成16年第１回新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、退職等の理由により権利を喪失した者の新

　　　　　　株予約権の数であります。

 　　　 ３．平成18年第２回新株予約権については、新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりませ

　　　　　　ん。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 22,010 200 － 22,210

合計 22,010 200 － 22,210

 （注）　普通株式の株式数の増加200株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第３四半
期会計期間
増加

当第３四半
期会計期間
減少

当第３四半
期会計期間
末

平成16年第１回新株予約権

（注）1
普通株式 940 － 200 740 －

平成18年第２回新株予約権

（注）2
普通株式 145 － － 145 －

合計 － 1,085 － 200 885 －

　（注）1．平成16年第１回新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の権利行使による新株の発行に

よる減少であります。

2．平成18年第２回新株予約権については、新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式（注） 17,000 5,010 － 22,010

合計 17,000 5,010 － 22,010

 （注）普通株式の株式数の増加5,010株は、公募増資による増加5,000株、新株予約権の権利行使による新株の発行による

増加10株であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

平成16年第１回新株予約権

（注）1、2
普通株式 960 － 20 940 －

平成18年第２回新株予約権

（注）3、4
普通株式 155 － 10 145 －

合計 － 1,115 － 30 1,085 －

　（注）1．平成16年第１回新株予約権については、当事業年度中に、新株予約権を行使することができる期間が到来し

ております。

2．平成16年第１回新株予約権の当事業年度減少20株は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数10株、新株予約権の権利行使による新株の発行による減少10株であります。

3．平成18年第２回新株予約権については、新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりません。

4．平成18年第２回新株予約権の当事業年度減少10株は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数であります。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 3,055,098

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△463,696

現金及び現金同等物 2,591,402

 （千円）

現金及び預金勘定 1,892,826

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△395,824

現金及び現金同等物 1,497,001

 （千円）

現金及び預金勘定 2,529,040

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△440,496

現金及び現金同等物 2,088,543

（リース取引関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

器具及び

備品
145,113 96,053 49,060

合計 145,113 96,053 49,060

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

器具及び

備品
224,451 92,057 132,393

合計 224,451 92,057 132,393

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

器具及び

備品
183,611 84,802 98,809

合計 183,611 84,802 98,809

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 20,764千円

１年超 30,075

合計 50,839

１年内 38,942千円

１年超 95,328

合計 134,270

１年内 29,767千円

１年超 70,435

合計 100,202

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 23,751千円

減価償却費相当額 21,159

支払利息相当額 1,299

支払リース料 31,532千円

減価償却費相当額 29,563

支払利息相当額 2,376

支払リース料 31,234千円

減価償却費相当額 28,487

支払利息相当額 1,761

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）

該当事項はありません。

 

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

該当事項はありません。

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類

前第３四半期会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年12月31日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

通貨

為替予約取引

受取ユーロ・支払円
－ － － 1,920,902 2,017,955 97,053 1,212,274 1,246,678 34,403

為替予約取引

受取円・支払ユーロ
－ － － 23,692 24,331 △638 － － －

クーポンスワップ取引

受取ユーロ・支払円
9,891,344 98,660 98,660 48,361,704 354,159 354,159 14,463,344 105,240 105,240

クーポンスワップ取引

受取米ドル・支払円
4,360,475 5,480 5,480 6,611,475 7,419 7,419 4,360,475 3,828 3,828

金利（注）

金利スワップ

変動受取・固定支払
320,000 △2,751 △2,751 240,000 △1,564 △1,564 300,000 △2,284 △2,284

金利キャップ買建 1,000,000 3,530 3,530 1,000,000 1,348 1,348 1,000,000 2,625 2,625

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度において存在したストック・オプションの内容

 平成16年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役４名

常勤監査役１名

従業員31名

当社取締役２名

監査役１名

従業員17名

財務顧問２名

ストック・オプション数（注） 普通株式　1,000株 普通株式　155株

付与日 平成16年12月13日 平成18年３月14日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けた者が、権利

行使時において、当社の取締役、常勤監

査役および使用人たる地位を保有してい

ることとします。ただし、定年退職その

他正当な理由のある場合において、当社

取締役会が新株予約権の継続保有を相当

と認める場合にはこの限りではありませ

ん。

 新株予約権の割当を受けた者が、権利行

使時において、当社の取締役および監査

役、従業員および財務顧問たる地位を保

有していることとします。ただし、定年

退職その他正当な理由のある場合におい

て、当社取締役会が新株予約権の継続保

有を相当と認める場合にはこの限りでは

ありません。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間

 

平成18年12月13日から

平成26年６月28日まで

平成20年３月14日から

平成27年１月26日まで

権利行使価格（円） 35,000 96,000

付与日における公正な評価単価

（円）
 －  －

（持分法損益等関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 174,933.85円

１株当たり第３四半期純利益

金額
19,127.70円

１株当たり純資産額 210,217.18円

１株当たり第３四半期純利益

金額
33,557.09円

１株当たり純資産額 178,029.66円

１株当たり当期純利益金額 21,965.82円

 潜在株式調整後１株当たり

 第３四半期純利益金額
 18,852.55円

 

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
32,702.48円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
21,368.67円

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 368,284 743,490 437,822

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
368,284 743,490 437,822

期中平均株式数（株） 19,254 22,156 19,932

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 281 579 557

（うち新株予約権） （281） 　（579） （557）

（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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