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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 3,287 △2.2 109 △37.7 155 △24.4 61 △89.8

20年3月期第1四半期 3,361 6.4 175 29.6 205 △2.9 597 ―

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

21年3月期第1四半期 1.64 ―

20年3月期第1四半期 16.06 ―

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

21年3月期第1四半期 10,093 4,609 45.7 123.84
20年3月期 10,128 4,659 46.0 125.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,609百万円 20年3月期  4,659百万円

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

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 7,640 10.2 392 △15.6 539 0.8 297 △61.2 7.97
通期 16,005 13.9 994 3.1 1,303 16.1 717 △29.8 19.27

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

(注)詳細は、２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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  37,248,000株 20年3月期  37,248,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  26,400株 20年3月期  26,400株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  37,221,600株 20年3月期第1四半期  37,221,600株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １． 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
   業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 
  ２． 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
   第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,707 460,022

受取手形及び売掛金 48,851 54,019

商品 9,639 10,294

原材料 76,585 69,999

その他 510,807 501,274

貸倒引当金 △11,544 △11,043

流動資産合計 926,047 1,084,567

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,167,372 2,054,398

その他 1,158,166 1,059,380

有形固定資産合計 3,325,539 3,113,778

無形固定資産 169,604 144,906

投資その他の資産   

関係会社株式 1,490,281 1,490,281

敷金及び保証金 1,984,780 1,920,699

投資不動産 1,684,657 1,825,120

その他 549,249 587,697

貸倒引当金 △36,572 △38,528

投資その他の資産合計 5,672,396 5,785,271

固定資産合計 9,167,540 9,043,955

資産合計 10,093,588 10,128,523

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,394 453,825

短期借入金 1,786,000 1,134,000

未払法人税等 67,141 551,663

引当金 62,576 46,334

その他 710,855 712,500

流動負債合計 2,828,969 2,898,323

固定負債   

長期借入金 1,872,500 1,768,500

退職給付引当金 119,077 122,055

その他 663,484 680,598

固定負債合計 2,655,062 2,571,153

負債合計 5,484,031 5,469,477



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,128 897,128

資本剰余金 960,426 960,426

利益剰余金 2,751,478 2,802,104

自己株式 △2,199 △2,199

株主資本合計 4,606,833 4,657,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,723 1,586

純資産合計 4,609,557 4,659,045

負債純資産合計 10,093,588 10,128,523



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,287,168

売上原価 1,148,723

売上総利益 2,138,445

販売費及び一般管理費 2,028,995

営業利益 109,450

営業外収益  

受取利息 5,346

受取配当金 2

不動産賃貸料 49,709

受取手数料 21,685

雑収入 11,894

営業外収益合計 88,637

営業外費用  

支払利息 16,828

不動産賃貸原価 24,812

雑損失 1,163

営業外費用合計 42,804

経常利益 155,283

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,455

特別利益合計 1,455

税引前四半期純利益 156,738

法人税、住民税及び事業税 57,995

法人税等調整額 37,704

法人税等合計 95,699

四半期純利益 61,038



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 156,738

減価償却費 99,493

負ののれん償却額 △6,954

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,242

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,978

受取利息及び受取配当金 △5,348

支払利息 16,828

売上債権の増減額（△は増加） 5,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △330

仕入債務の増減額（△は減少） △251,430

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,202

その他 △80,148

小計 △61,377

利息及び配当金の受取額 4,692

利息の支払額 △20,755

法人税等の支払額 △529,821

営業活動によるキャッシュ・フロー △607,261

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 △49,848

無形固定資産の取得による支出 △146

敷金及び保証金の差入による支出 △10,710

敷金及び保証金の回収による収入 21,760

営業譲受による支出 △195,114

投資不動産の賃貸による収入 49,709

投資不動産の賃貸による支出 △12,505

その他 1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △195,002

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,010,000

短期借入金の返済による支出 △442,000

長期借入れによる収入 420,000

長期借入金の返済による支出 △232,000

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △111,664

その他 △385

財務活動によるキャッシュ・フロー 633,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △168,314

現金及び現金同等物の期首残高 460,022

現金及び現金同等物の四半期末残高 291,707
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