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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 994 ― 57 ― 58 ― 16 ―
20年3月期第1四半期 814 △29.0 △37 ― △22 ― △26 ―

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 4.85 4.82
20年3月期第1四半期 △7.94 ―

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 4,049 2,309 56.5 659.19
20年3月期 4,053 2,382 58.3 680.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,287百万円 20年3月期  2,361百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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 2,044 15.2 124 △18.2 122 △31.5 55 △39.9 16.13
通期 4,273 13.9 420 26.5 417 17.4 206 32.3 59.55

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  有  

（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。  

(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、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。  

(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、その他の特記事項 
１．平成20年５月16日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると
判断される一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３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ください。 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  3,469,600株 20年3月期  3,469,600株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  200株 20年3月期  200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  3,469,600株 20年3月期第1四半期  3,297,690株







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 1,071,028 875,010

受取手形及び売掛金 549,036 809,267

商品 9,683 14,045

仕掛品 18,541 11,226

貯蔵品 10,823 10,559

その他 216,848 118,487

貸倒引当金 △6,672 △10,252

流動資産合計 1,869,291 1,828,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 549,445 703,395

減価償却累計額 △27,424 △129,676

建物及び構築物（純額） 522,021 573,719

土地 33,856 107,052

その他 100,177 109,107

減価償却累計額 △64,473 △69,120

その他（純額） 35,704 39,987

有形固定資産合計 591,582 720,760

無形固定資産   

のれん 78,027 43,369

その他 278,965 245,556

無形固定資産合計 356,993 288,926

投資その他の資産   

投資有価証券 739,132 715,681

その他 492,485 499,352

投資その他の資産合計 1,231,617 1,215,034

固定資産合計 2,180,194 2,224,721

資産合計 4,049,485 4,053,065



（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 76,249 143,222

短期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 21,994 117,405

前受収益 744,130 611,491

賞与引当金 204,527 116,483

役員賞与引当金 5,997 24,000

その他 343,075 309,519

流動負債合計 1,455,974 1,382,121

固定負債   

退職給付引当金 10,898 10,163

役員退職慰労引当金 102,549 98,489

その他 170,907 180,142

固定負債合計 284,356 288,795

負債合計 1,740,331 1,670,917

純資産の部   

株主資本   

資本金 754,940 754,940

資本剰余金 712,440 712,440

利益剰余金 897,203 984,459

自己株式 △547 △547

株主資本合計 2,364,036 2,451,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △77,027 △89,723

評価・換算差額等合計 △77,027 △89,723

少数株主持分 22,145 20,579

純資産合計 2,309,154 2,382,148

負債純資産合計 4,049,485 4,053,065



（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 994,746

売上原価 455,392

売上総利益 539,354

販売費及び一般管理費 481,766

営業利益 57,587

営業外収益  

受取配当金 3,267

その他 787

営業外収益合計 4,054

営業外費用  

売上債権売却損 3,142

その他 338

営業外費用合計 3,480

経常利益 58,162

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,580

特別利益合計 3,580

特別損失  

固定資産売却損 21,208

その他 1,911

特別損失合計 23,119

税金等調整前四半期純利益 38,622

法人税、住民税及び事業税 20,230

法人税等合計 20,230

少数株主利益 1,565

四半期純利益 16,826



（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 38,622

減価償却費 28,871

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,358

賞与引当金の増減額（△は減少） 88,044

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,003

受取利息及び受取配当金 △3,603

売上債権の増減額（△は増加） 258,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,217

仕入債務の増減額（△は減少） △66,972

前受収益の増減額（△は減少） 132,638

その他 64,076

小計 517,107

利息及び配当金の受取額 3,603

利息の支払額 △57

法人税等の支払額 △111,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 408,698

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 △1,290

有形固定資産の取得による支出 △446

無形固定資産の取得による支出 △92,148

投資有価証券の取得による支出 △10,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,892

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △4,705

配当金の支払額 △104,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,018

現金及び現金同等物の期首残高 873,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,069,021
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