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1.  平成21年4月期第1四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(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4月期第1四半期 901 ― △1 ― 10 ― 3 ―

20年4月期第1四半期 818 △43.9 128 △51.4 142 △48.3 88 △45.6

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4月期第1四半期 0.60 ―

20年4月期第1四半期 16.05 ―

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4月期第1四半期 6,342 5,537 87.3 1,024.45
20年4月期 6,744 5,761 85.4 1,065.76

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  5,537百万円 20年4月期  5,761百万円

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4月期 ― ― ― 42.00 42.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― 42.00 42.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 2,550 ― 433 ― 438 ― 254 ― 46.99
通期 6,000 18.6 1,341 13.7 1,347 14.6 785 13.4 145.21

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  無  

(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．その他をご覧ください。  

(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4月期第1四半期  5,488,000株 20年4月期  5,488,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  82,230株 20年4月期  82,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第1四半期  5,405,784株 20年4月期第1四半期  5,487,925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．上記予想には、本資料の発表時現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。そのため、経済、事業環境の変動等にかかわるリスクや
不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
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７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,500,034 1,746,326

売掛金 650,530 964,986

商品 147,403 38,792

仕掛品 83,112 39,357

その他 64,030 105,321

貸倒引当金 △6,667 △6,977

流動資産合計 2,438,442 2,887,806

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,609,885 1,645,854

構築物（純額） 25,930 26,632

工具、器具及び備品（純額） 175,578 113,296

土地 1,629,652 1,629,652

有形固定資産合計 3,441,047 3,415,435

無形固定資産 14,845 13,850

投資その他の資産   

投資有価証券 302,586 301,181

関係会社株式 20,000 20,000

その他 125,972 106,466

投資その他の資産合計 448,558 427,648

固定資産合計 3,904,451 3,856,934

資産合計 6,342,894 6,744,741

負債の部   

流動負債   

買掛金 173,743 105,086

未払法人税等 3,997 311,114

前受金 410,207 353,006

その他 217,026 214,227

流動負債合計 804,975 983,434

負債合計 804,975 983,434

純資産の部   

株主資本   

資本金 847,400 847,400

資本剰余金 1,010,800 1,010,800

利益剰余金 3,825,101 4,048,903

自己株式 △102,773 △102,714

株主資本合計 5,580,528 5,804,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,610 △43,081

評価・換算差額等合計 △42,610 △43,081

純資産合計 5,537,918 5,761,307

負債純資産合計 6,342,894 6,744,741



（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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 901,190

売上原価 688,399

売上総利益 212,791

販売費及び一般管理費 214,020

営業損失（△） △1,229

営業外収益  

受取利息 110

受取配当金 4,061

投資有価証券評価益 3,770

その他 4,118

営業外収益合計 12,060

経常利益 10,831

特別利益  

貸倒引当金戻入額 310

特別利益合計 310

特別損失  

投資有価証券評価損 3,159

特別損失合計 3,159

税引前四半期純利益 7,981

法人税、住民税及び事業税 1,564

法人税等調整額 3,174

法人税等合計 4,738

四半期純利益 3,242



（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５月１日 
 至 平成20年７月31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 7,981

減価償却費 53,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △310

受取利息及び受取配当金 △4,171

投資有価証券評価損益（△は益） △610

売上債権の増減額（△は増加） 314,456

たな卸資産の増減額（△は増加） △152,366

仕入債務の増減額（△は減少） 68,657

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,024

前受金の増減額（△は減少） 57,201

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,391

その他 11,646

小計 381,541

利息及び配当金の受取額 4,251

法人税等の支払額 △302,632

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,160

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 △119,863

無形固定資産の取得による支出 △349

短期貸付金の回収による収入 249

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,963

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △58

配当金の支払額 △209,430

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,292

現金及び現金同等物の期首残高 1,746,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,500,034
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