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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 1,224 ― 92 ― 99 ― 52 ―
20年3月期第1四半期 1,070 ― 61 ― 30 ― 13 ―

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 1,670.49 1,655.07
20年3月期第1四半期 483.00 476.71

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 5,169 4,649 89.9 148,820.27
20年3月期 5,430 4,597 84.6 147,149.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,649百万円 20年3月期  4,597百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 2,000 △6.9 90 △48.0 100 △31.3 50 △34.0 1,600.46
通期 4,700 1.2 580 4.0 600 11.0 310 8.4 9,875.76

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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見通し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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ 【定 
 性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  31,241株 20年3月期  31,241株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  31,241株 20年3月期第1四半期  27,993株
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,073,364 4,218,103

売掛金 628,991 696,113

仕掛品 7,151 －

前払費用 37,069 53,056

繰延税金資産 53,310 87,527

その他 3,216 5,856

貸倒引当金 △89,046 △81,359

流動資産合計 4,714,058 4,979,298

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,659 34,990

車両運搬具 704 765

工具、器具及び備品 117,628 99,981

有形固定資産合計 151,992 135,737

無形固定資産   

ソフトウエア 196,514 207,876

その他 2,981 2,245

無形固定資産合計 199,496 210,121

投資その他の資産   

繰延税金資産 17,548 19,445

差入保証金 86,155 86,155

投資その他の資産合計 103,704 105,601

固定資産合計 455,193 451,460

資産合計 5,169,251 5,430,759



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 176,375 220,024

未払金 137,630 120,344

未払費用 69,806 107,291

未払法人税等 15,818 258,952

未払消費税等 17,327 30,170

その他 102,999 96,869

流動負債合計 519,957 833,652

負債合計 519,957 833,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,566,230 1,566,230

資本剰余金 1,702,392 1,702,392

利益剰余金 1,380,671 1,328,484

株主資本合計 4,649,294 4,597,106

純資産合計 4,649,294 4,597,106

負債純資産合計 5,169,251 5,430,759



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,224,415

売上原価 570,909

売上総利益 653,506

販売費及び一般管理費 560,960

営業利益 92,545

営業外収益  

受取利息 5,149

その他 1,530

営業外収益合計 6,679

経常利益 99,225

税金等調整前四半期純利益 99,225

法人税、住民税及び事業税 10,924

法人税等調整額 36,113

法人税等合計 47,037

四半期純利益 52,187



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 99,225

減価償却費 27,755

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,686

為替差損益（△は益） △518

受取利息及び受取配当金 △5,149

売上債権の増減額（△は増加） 67,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,151

仕入債務の増減額（△は減少） △43,648

未払金の増減額（△は減少） 12,942

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,843

その他の資産の増減額（△は増加） 17,961

その他の負債の増減額（△は減少） △38,606

小計 124,776

利息及び配当金の受取額 5,874

法人税等の支払額 △246,807

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,156

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 △24,618

無形固定資産の取得による支出 △4,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,738

現金及び現金同等物の期首残高 4,218,103

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,073,364
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