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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 4,463 ― 812 ― 821 ― 482 ―

20年3月期第1四半期 3,422 33.8 561 ― 563 ― 287 ―

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 1,882.12 1,877.80
20年3月期第1四半期 1,121.88 1,118.64

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 9,988 7,990 80.0 31,161.01
20年3月期 10,709 7,802 72.8 30,384.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,990百万円 20年3月期  7,791百万円

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 ― 1,100.00 1,100.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00

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 8,806 23.5 1,391 5.3 1,414 7.2 744 13.9 2,901.48
通期 18,850 20.8 3,415 25.5 3,460 26.2 1,847 22.6 7,203.00

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報に基づき判断した予想であり、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。 
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 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  259,200株 20年3月期  259,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,779株 20年3月期  2,779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  256,421株 20年3月期第1四半期  256,355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 3,161,275 4,371,956 

受取手形及び売掛金 2,430,945 2,325,294 

仕掛品 9,992 16,284 

未収入金 641,951 619,678 

その他 516,505 358,776 

貸倒引当金 △336,903 △312,372 

流動資産合計 6,423,767 7,379,618 

固定資産   

有形固定資産 444,995 458,089 

無形固定資産   

のれん 110,066 53,055 

ソフトウエア 1,967,595 1,905,528 

その他 69,566 36,194 

無形固定資産合計 2,147,228 1,994,778 

投資その他の資産 972,013 876,562 

固定資産合計 3,564,237 3,329,430 

資産合計 9,988,005 10,709,049 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68,846 83,061 

短期借入金 99,709 － 

未払法人税等 348,305 941,114 

ポイント引当金 17,115 17,157 

未払金 741,222 1,231,378 

その他 583,164 488,997 

流動負債合計 1,858,364 2,761,710 

固定負債   

負ののれん 130,019 137,667 

その他 9,283 7,013 

固定負債合計 139,302 144,680 

負債合計 1,997,667 2,906,390 
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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 2,327,100 2,327,100 

資本剰余金 2,877,580 2,877,580 

利益剰余金 3,101,164 2,900,613 

自己株式 △315,026 △315,026 

株主資本合計 7,990,818 7,790,267 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △480 1,000 

評価・換算差額等合計 △480 1,000 

少数株主持分 － 11,390 

純資産合計 7,990,338 7,802,658 

負債純資産合計 9,988,005 10,709,049 
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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 4,463,777

売上原価 767,577

売上総利益 3,696,199

販売費及び一般管理費 2,884,150

営業利益 812,049

営業外収益  

受取利息 1,956

負ののれん償却額 7,648

その他 702

営業外収益合計 10,306

営業外費用  

支払利息 802

営業外費用合計 802

経常利益 821,552

特別損失  

固定資産除却損 15,845

特別損失合計 15,845

税金等調整前四半期純利益 805,707

法人税、住民税及び事業税 334,483

少数株主損失（△） △11,390

四半期純利益 482,614
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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 805,707

減価償却費 224,530

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,530

売上債権の増減額（△は増加） △105,813

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,292

未収入金の増減額（△は増加） △22,381

仕入債務の増減額（△は減少） △14,215

未払金の増減額（△は減少） △358,394

その他 △64,639

小計 495,614

利息及び配当金の受取額 2,008

利息の支払額 △802

法人税等の支払額 △913,548

営業活動によるキャッシュ・フロー △416,728

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 △39,140

ソフトウエアの取得による支出 △406,831

投資有価証券の取得による支出 △20,000

子会社出資金の取得による支出 △67,470

敷金及び保証金の差入による支出 △76,519

その他 353

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,607

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 102,760

配当金の支払額 △282,203

その他 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,523

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,210,680

現金及び現金同等物の期首残高 4,321,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,111,275
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