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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） 

（注） １．20年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、20年３月期第１四半期については記載をしておりません。 
    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載してお 
       りません。  

(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 179 ― △9 ― 67 ― 66 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 1,606.81 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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 843 499 59.2 12,047.95
20年3月期 801 431 53.9 10,412.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  499百万円 20年3月期  431百万円

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 ― ― ― ― ―

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 389 ― △15 ― 62 ― 44 ― 1,067.27
通期 820 197.3 7 ― 79 ― 50 ― 1,227.94

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）  有  

(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  

(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） 

(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将来に関する記述は、本資料の発表日現在においての経済環境や事業計画等に基づいて作成したものであり、業績の実績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「定期性情報・財務諸表等」３．連結業務予想に関す
る定期性情報をご覧下さい。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しています。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います。  

新規 1 社 （社名 株式会社ビジネス・ワンファイナンス ） 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  41,489株 20年3月期  41,489株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  0株 20年3月期  0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  41,489株 20年3月期第1四半期  41,489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 237,802 188,138

受取手形及び売掛金 74,208 94,011

原材料 1,544 2,329

仕掛品 844 103

その他 8,955 15,408

貸倒引当金 △50 △50

流動資産合計 323,306 299,941

固定資産   

有形固定資産 ※1, ※2  115,803 ※1, ※2  118,000

無形固定資産   

のれん 240,462 253,749

その他 26,466 15,520

無形固定資産合計 266,928 269,269

投資その他の資産 ※3  137,608 ※3  114,638

固定資産合計 520,340 501,909

資産合計 843,646 801,850

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,206 13,107

1年内返済予定の長期借入金 ※2  35,035 ※2  34,605

未払法人税等 1,073 8,145

賞与引当金 3,620 7,024

その他 49,904 55,873

流動負債合計 103,839 118,755

固定負債   

長期借入金 ※2  230,859 ※2  239,781

退職給付引当金 5,827 7,767

その他 3,263 3,557

固定負債合計 239,949 251,106

負債合計 343,789 369,861
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 789,634 789,634

資本剰余金 634,734 634,734

利益剰余金 △925,715 △992,380

株主資本合計 498,653 431,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,203 －

評価・換算差額等合計 1,203 －

純資産合計 499,857 431,989

負債純資産合計 843,646 801,850
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（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 179,305

売上原価 112,129

売上総利益 67,176

販売費及び一般管理費 ※1  76,729

営業損失（△） △9,552

営業外収益  

受取利息 10

受取手数料 82,195

その他 293

営業外収益合計 82,498

営業外費用  

支払利息 3,393

支払手数料 1,643

営業外費用合計 5,037

経常利益 67,908

特別利益  

貸倒引当金戻入額 305

特別利益合計 305

特別損失  

固定資産除却損 688

特別損失合計 688

税金等調整前四半期純利益 67,525

法人税、住民税及び事業税 860

法人税等合計 860

四半期純利益 66,664
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（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 67,525

減価償却費 4,453

のれん償却額 13,286

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,404

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,940

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 3,393

固定資産除却損 688

売上債権の増減額（△は増加） 19,802

たな卸資産の増減額（△は増加） 44

仕入債務の増減額（△は減少） 1,098

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,134

その他 △1,835

小計 101,664

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △3,393

法人税等の支払額 △7,072

法人税等の還付額 2,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,096

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 △240

有形固定資産の取得による支出 △1,099

無形固定資産の取得による支出 △12,779

敷金及び保証金の差入による支出 △11,526

子会社設立による支出 △10,000

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,645

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 △8,491

割賦債務の返済による支出 △294

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,664

現金及び現金同等物の期首残高 188,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  237,802
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