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

（注）当社は、21年３月期第１四半期が第１四半期財務諸表の開示初年度であるため、前年第１四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 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 942 ― 37 ― 34 ― 17 ―
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 1,057.05 1,008.09
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 1,717 736 42.9 44,455.95
20年3月期 1,862 751 40.4 45,454.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  736百万円 20年3月期  751百万円

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 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,200.00 2,200.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 1,900 ― 137 ― 131 ― 76 ― 4,596.03
通期 3,850 14.9 333 4.3 320 11.3 185 16.2 11,187.71

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  16,570株 20年3月期  16,536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（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  16,547株 20年3月期第1四半期  13,646株

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の実績は、今後様々な要因により記載の予想数値と異な
る可能性があります。なお、上記業績予想のご利用にあたっては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611,933 746,349

受取手形 65,652 57,984

売掛金 603,146 641,842

原材料 1,070 2,051

仕掛品 31,616 25,792

貯蔵品 23 50

その他 95,886 90,367

貸倒引当金 △11,665 △12,559

流動資産合計 1,397,662 1,551,878

固定資産   

有形固定資産 148,921 151,592

無形固定資産 21,510 22,837

投資その他の資産   

敷金 101,087 101,087

その他 78,668 65,181

貸倒引当金 △29,879 △29,949

投資その他の資産合計 149,876 136,318

固定資産合計 320,308 310,748

資産合計 1,717,970 1,862,626

負債の部   

流動負債   

買掛金 188,384 181,593

1年内返済予定の長期借入金 284,354 274,396

未払法人税等 1,719 77,242

賞与引当金 50,995 98,940

その他の引当金 127 166

その他 112,507 81,610

流動負債合計 638,088 713,950

固定負債   

長期借入金 343,017 396,813

その他 230 230

固定負債合計 343,247 397,043

負債合計 981,335 1,110,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 154,513 154,258

資本剰余金 134,513 134,258

利益剰余金 447,902 463,483

株主資本合計 736,928 751,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △293 △365

評価・換算差額等合計 △293 △365

純資産合計 736,635 751,633

負債純資産合計 1,717,970 1,862,626



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 942,742

売上原価 606,656

売上総利益 336,085

販売費及び一般管理費 298,537

営業利益 37,547

営業外収益  

受取配当金 45

賃貸収入 330

雑収入 199

営業外収益合計 574

営業外費用  

支払利息 3,162

賃貸原価 142

雑損失 55

営業外費用合計 3,361

経常利益 34,761

特別利益  

貸倒引当金戻入額 963

特別利益合計 963

特別損失  

固定資産除却損 2,239

特別損失合計 2,239

税引前四半期純利益 33,485

法人税、住民税及び事業税 268

法人税等調整額 15,725

法人税等合計 15,993

四半期純利益 17,491



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 33,485

減価償却費 5,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） △963

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,945

その他の引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 3,162

固定資産除却損 2,239

売上債権の増減額（△は増加） 31,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,815

仕入債務の増減額（△は減少） 6,791

未払金の増減額（△は減少） 1,298

未払費用の増減額（△は減少） 9,139

その他 △26,924

小計 12,199

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △3,502

法人税等の支払額 △69,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,291

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 △2,993

有形固定資産の売却による収入 1,485

無形固定資産の取得による支出 △236

投資有価証券の取得による支出 △298

その他 260

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,782

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △93,838

株式の発行による収入 510

配当金の支払額 △26,023

その他 △2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,342

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,415

現金及び現金同等物の期首残高 746,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 611,933
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