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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 1,945 ― 75 ― 82 ― 45 ―
20年3月期第1四半期 1,919 18.8 128 45.0 139 78.5 81 87.0

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 21.88 ―
20年3月期第1四半期 39.08 ―

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 4,213 2,449 58.1 1,177.82
20年3月期 4,077 2,431 59.6 1,169.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,449百万円 20年3月期  2,431百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 17.00 17.00

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 3,950 ― 188 ― 204 ― 122 ― 58.65
通期 8,100 10.1 416 7.9 450 4.7 270 7.3 129.81

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) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。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につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表】
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」に従い四半期連結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  2,080,000株 20年3月期  2,080,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  128株 20年3月期  128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  2,079,872株 20年3月期第1四半期  2,080,000株

－ 1 －
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の悪化や原

油・原材料の価格高騰などにより、企業収益の改善や設備投資に減速傾向が見られるなど、景気の先行きに

は後退懸念が表れてきました。また、ガソリン・食料品等の値上げを反映し、消費者の消費抑制も徐々に表

面化してきました。

  この様な経済環境のもと、当社グループが属するセールスプロモーション市場におきましては、景気の先

行き懸念により企業の広告及び販促施策に一部で慎重姿勢が見られるものの、引き続きマス媒体から消費者

に直結したセールスプロモーションへのニーズの高まりから堅調に推移いたしました。しかしながら、プロ

モーション手法の多様化やクロスメディア化による他媒体との競合により、競合状況は厳しさを増しており

ます。

  この様な環境の中、当社グループでは従来から推進する基本機能の拡大及び強化に注力するとともに、品

質管理体制の向上や顧客企業の環境対策へのニーズを取り込んだサービスの拡充など、サービスの高付加価

値化への取組みを積極化させることで他社との差別化を進めました。

  これらの結果、当第１四半期の連結業績は、前年同期の飲料業界向け大口実績の減少分を、主要顧客であ

る通信及び製薬業界と、当社グループにおいて開拓が手薄であった自動車業界の深耕を進めることで補い、

売上高は1,945百万円となりました。しかし、一部の入札案件において低利益率の案件が発生したことから売

上総利益率が低下し、加えて営業力強化のため新卒16名を新規採用する先行投資を実施したことで人件費が

増加した結果、販売費及び一般管理費が増加し、営業利益は75百万円となりました。また、経常利益は82百

万円、四半期純利益は45百万円となりました。

  なお、当社グループではセールスプロモーションの企画及び販売を行う単一事業分野において営業活動を

行っておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載は行っておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,493百万円（前連結会計年度末3,400百万円）と

なり、93百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が216百万円減少したものの受取手形及び売掛

金が332百万円増加したためであります。

（固定資産）

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は719百万円（同677百万円）となり、42百万円増加

いたしました。主な要因は、投資有価証券が42百万円増加したためであります。

（流動負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,546百万円（同1,430百万円）となり、116百万円

増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が214百万円増加したためであります。

（固定負債）

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は217百万円（同215百万円）となり、1百万円増加い

たしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,449百万円（同2,431百万円）となり、18百万円増

加いたしました。主な要因は、四半期純利益による増加と配当金の支払による減少及びその他有価証券評価

差額金の増加によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,158百万円となり、前連結会計年度末と

比較して217百万円減少いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローは127百万円の減少となりました。主な要因は、仕入債務の増加額が

214百万円となりましたが、売上債権の増加額が332百万円となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは49百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得に

よる支出36百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは40百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払額31百万

円と長期借入金の返済による支出９百万円によるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績については、当初の計画に対しほぼ予定通りの進捗となっております。しかしながら、

景気の先行きに後退懸念が強くなってきたことから顧客の販促施策が一時的に慎重になる可能性があり、第

２四半期以降の当社グループを取り巻く環境が更に厳しくなる可能性も否めない状況となっております。

  この様な状況のもと、当社グループは引き続き基本機能の強化を推進し顧客へのサービスの拡充を進める

とともに、引き続き顧客のニーズを的確に捉えた提案を継続してまいります。また、顧客からの引き合いが

増加してきている複数企業によるタイアップキャンペーンについて、当社グループの豊富な顧客数を活かし

た顧客間のタイアップ強化を実施し、顧客にとって最適であり、効率かつ効果的なキャンペーンの提案を強

化し、顧客満足度の向上につなげ他社との差別化を図り顧客ニーズに応えてまいります。

  なお、この様な状況・施策を踏まえ、第２四半期連結累計期間の業績予想については据え置いております。

ただ、通期の業績予想につきましては、当社グループを取り巻く市場環境や景気の先行きを見極めることが

現時点では困難であるため、第２四半期決算後に改めて見直しを行う予定であります。

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)

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(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

①  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。

②  従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成18年７月５日  企業会計基

準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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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 1,710,259 1,926,741

受取手形及び売掛金 1,599,629 1,267,550

制作支出金 87,470 85,173

製品 10,162 9,509

原材料 16,198 13,261

繰延税金資産 19,665 40,705

その他 51,550 58,301

貸倒引当金 △1,331 △1,192

流動資産合計 3,493,603 3,400,050

固定資産

有形固定資産 225,594 225,916

無形固定資産 92,552 93,070

投資その他の資産

投資有価証券 115,702 73,262

従業員に対する長期貸付金 5,955 6,690

繰延税金資産 99,641 99,756

保険積立金 52,659 51,152

敷金及び保証金 110,278 110,060

その他 23,976 23,976

貸倒引当金 △6,500 △6,500

投資その他の資産合計 401,712 358,398

固定資産合計 719,859 677,385

資産合計 4,213,463 4,077,436

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,319,191 1,104,265

1年内返済予定の長期借入金 24,800 33,800

未払法人税等 19,174 87,066

賞与引当金 39,200 72,300

その他 144,083 132,946

流動負債合計 1,546,449 1,430,377

固定負債

退職給付引当金 77,861 78,339

役員退職慰労引当金 139,445 137,055

固定負債合計 217,306 215,394

負債合計 1,763,756 1,645,772
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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 291,000 291,000

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 1,947,678 1,933,361

自己株式 △180 △180

株主資本合計 2,439,498 2,425,181

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,208 6,481

評価・換算差額等合計 10,208 6,481

純資産合計 2,449,707 2,431,663

負債純資産合計 4,213,463 4,077,436
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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 1,945,282

売上原価 1,441,139

売上総利益 504,143

販売費及び一般管理費 429,134

営業利益 75,008

営業外収益

受取利息 875

受取配当金 694

仕入割引 6,418

その他 1,458

営業外収益合計 9,446

営業外費用

支払利息 108

為替差損 1,429

その他 97

営業外費用合計 1,634

経常利益 82,820

税金等調整前四半期純利益 82,820

法人税、住民税及び事業税 18,698

法人税等調整額 18,607

法人税等合計 37,305

四半期純利益 45,515

― 6 ―

決算短信 2008年08月07日 12時32分 02593xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ＣＤＧ(2487)  平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 82,820

減価償却費 5,405

無形固定資産償却費 7,093

退職給付引当金の増減額（△は減少） △478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） 139

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,100

受取利息及び受取配当金 △1,569

支払利息 108

売上債権の増減額（△は増加） △332,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,887

仕入債務の増減額（△は減少） 214,926

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,236

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,110

その他 △46

小計 △47,928

利息及び配当金の受取額 2,147

利息の支払額 △99

法人税等の支払額 △81,564

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,444

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 △5,084

無形固定資産の取得による支出 △6,575

投資有価証券の取得による支出 △36,207

定期預金の預入による支出 △502,101

定期預金の払戻による収入 501,056

保険積立金の積立による支出 △1,507

敷金の回収による収入 135

敷金の差入による支出 △353

その他の収入 752

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,884

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 △9,000

配当金の支払額 △31,198

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,527

現金及び現金同等物の期首残高 1,375,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,158,157
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㈱ＣＤＧ(2487)  平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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

　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

　該当事項はありません。
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㈱ＣＤＧ(2487)  平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

　 （単位：千円）

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 1,919,145

Ⅱ 売上原価 1,381,855

　 売上総利益 537,289

Ⅲ 販売費及び一般管理費 408,609

　 営業利益 128,680

Ⅳ 営業外収益 12,895

Ⅴ 営業外費用 2,200

　 経常利益 139,375

Ⅵ 特別利益 394

Ⅶ 特別損失 199

　 税金等調整前四半期純利益 139,570

　 法人税、住民税及び事業税 27,148

　 法人税等調整額 31,134

　 四半期純利益 81,287
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