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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 4,830 ― △117 ― △28 ― △52 ―

20年3月期第1四半期 4,970 ― 73 ― 163 ― 83 ―

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 △8.26 ―

20年3月期第1四半期 13.13 ―

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 10,503 2,307 21.3 352.74
20年3月期 10,092 2,493 24.7 394.32

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,233百万円 20年3月期  2,496百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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 10,229 ― △6 ― △47 ― △56 ― △8.96

通期 21,645 7.9 348 △6.9 266 15.9 67 △64.5 10.61

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、その他特記事項 
１．2008年５月13日に発表いたしました連結業績予想は、変更しておりません。 
２．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ております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。業績予想に関する事項につきましては、２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。 
３．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 有

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  6,331,920株 20年3月期  6,331,920株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  170株 20年3月期  170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  6,331,750株 20年3月期第1四半期  6,331,823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
(2008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 
(2008年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,134,975 1,736,585 

売掛金 164,899 206,983 

商品 189,050 204,226 

原材料 134,402 135,460 

貯蔵品 50,425 27,382 

1年内回収予定の長期貸付金 98,349 112,123 

預け金 461,514 530,674 

繰延税金資産 209,290 220,603 

その他 285,071 578,198 

貸倒引当金 △197 △298 

流動資産合計 3,727,782 3,751,940 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,326,887 5,264,398 

土地 246,189 246,189 

建設仮勘定 579,280 190,983 

その他 1,297,624 1,250,244 

減価償却累計額 △3,620,167 △3,565,482 

有形固定資産合計 3,829,814 3,386,333 

無形固定資産   

のれん 3,100 4,133 

その他 365,413 396,044 

無形固定資産合計 368,513 400,177 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,665 21,762 

長期貸付金 150,642 203,042 

敷金及び保証金 1,694,858 1,640,009 

繰延税金資産 198,203 202,683 

その他 516,702 486,090 

貸倒引当金 △12 △13 

投資その他の資産合計 2,577,059 2,553,575 

固定資産合計 6,775,387 6,340,086 

資産合計 10,503,170 10,092,027 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(2008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 
(2008年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 451,163 519,871 

1年内返済予定の長期借入金 1,980,964 1,899,164 

未払金 716,982 545,629 

未払法人税等 56,586 175,653 

賞与引当金 327,502 228,509 

販売促進引当金 10,900 10,500 

その他 540,058 588,880 

流動負債合計 4,084,158 3,968,209 

固定負債   

長期借入金 3,731,742 3,270,291 

その他 379,939 360,468 

固定負債合計 4,111,682 3,630,759 

負債合計 8,195,840 7,598,968 

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,558 585,558 

資本剰余金 588,655 588,655 

利益剰余金 1,219,073 1,347,351 

自己株式 △124 △124 

株主資本合計 2,393,162 2,521,440 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58 △1,129 

為替換算調整勘定 △159,736 △23,560 

評価・換算差額等合計 △159,678 △24,689 

少数株主持分 73,844 △3,692 

純資産合計 2,307,329 2,493,058 

負債純資産合計 10,503,170 10,092,027 



（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 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

売上高 4,830,236

売上原価 1,211,259

売上総利益 3,618,976

販売費及び一般管理費 3,736,513

営業損失（△） △117,536

営業外収益  

受取利息 6,513

為替差益 80,792

出資金運用益 19,022

その他 13,761

営業外収益合計 120,090

営業外費用  

支払利息 27,972

その他 3,238

営業外費用合計 31,210

経常損失（△） △28,657

特別利益  

固定資産売却益 16

貸倒引当金戻入額 23

特別利益合計 40

特別損失  

固定資産除却損 30

特別損失合計 30

税金等調整前四半期純損失（△） △28,647

法人税等 46,180

少数株主損失（△） △22,530

四半期純損失（△） △52,297



（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 2008年４月１日 
 至 2008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損失（△） △28,647

減価償却費 168,093

賞与引当金の増減額（△は減少） 98,992

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101

受取利息 △6,513

支払利息 27,972

為替差損益（△は益） △76,467

出資金運用損益（△は益） △19,022

売上債権の増減額（△は増加） 17,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,183

その他の流動資産の増減額（△は増加） 102,361

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,042

仕入債務の増減額（△は減少） △49,202

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,343

その他の固定負債の増減額（△は減少） 35,818

その他 9,003

小計 309,141

利息の受取額 9,163

利息の支払額 △8,037

法人税等の支払額 △175,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,804

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 △621,174

有形固定資産の売却による収入 248,584

無形固定資産の取得による支出 △14,040

長期貸付けによる支出 △2,690

長期貸付金の回収による収入 40,195

敷金及び保証金の差入による支出 △68,125

敷金及び保証金の回収による収入 4,034

その他 △2,720

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,936

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 704,000

長期借入金の返済による支出 △155,841

配当金の支払額 △75,981

少数株主からの払込みによる収入 104,232

財務活動によるキャッシュ・フロー 576,410

現金及び現金同等物に係る換算差額 107,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402,676

現金及び現金同等物の期首残高 1,699,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,101,891
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