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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,195 ― 449 ― 454 ― 268 ―
20年3月期第2四半期 1,557 ― 335 ― 341 ― 200 ―

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2四半期 1,618.09 1,572.19
20年3月期第2四半期 1,177.55 1,128.65

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2四半期 4,805 2,244 46.7 13,425.85
20年3月期 4,349 2,049 47.1 12,384.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,244百万円 20年3月期  2,049百万円

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 0.00 0.00 500.00 500.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 600.00 600.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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 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 ％ 円 銭

通期 4,800 29.5 950 24.4 560 24.7 3,377.71

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） 

(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．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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【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。  

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2四半期  177,811株 20年3月期  176,118株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,607株 20年3月期  10,607株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  165,793株 20年3月期第2四半期  170,087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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,675,081 2,209,986

売掛金 489,598 538,201

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 28,122 25,524

その他 133,633 90,412

貸倒引当金 △14,882 △16,493

流動資産合計 4,311,553 3,847,630

固定資産   

有形固定資産 63,773 67,873

無形固定資産 271,850 275,898

投資その他の資産 158,233 157,817

固定資産合計 493,857 501,589

資産合計 4,805,410 4,349,220

負債の部   

流動負債   

買掛金 272,735 303,712

未払法人税等 186,813 195,885

収納代行預り金 2,003,961 1,663,638

引当金 － 5,000

その他 97,035 131,108

流動負債合計 2,560,547 2,299,344

負債合計 2,560,547 2,299,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,056,686 1,051,947

資本剰余金 746,282 741,461

利益剰余金 1,123,662 938,149

自己株式 △681,775 △681,775

株主資本合計 2,244,855 2,049,783

新株予約権 7 92

純資産合計 2,244,862 2,049,875

負債純資産合計 4,805,410 4,349,220



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,195,260

売上原価 1,455,791

売上総利益 739,469

販売費及び一般管理費 289,854

営業利益 449,614

営業外収益  

受取利息 12,968

その他 2,677

営業外収益合計 15,646

営業外費用  

支払利息 6,765

持分法による投資損失 4,014

その他 338

営業外費用合計 11,118

経常利益 454,142

特別利益  

貸倒引当金戻入額 651

その他 7

特別利益合計 658

税金等調整前四半期純利益 454,801

法人税、住民税及び事業税 185,308

法人税等調整額 1,224

法人税等合計 186,532

四半期純利益 268,268



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,075,391

売上原価 704,079

売上総利益 371,312

販売費及び一般管理費 155,937

営業利益 215,375

営業外収益  

受取利息 7,982

その他 2,325

営業外収益合計 10,308

営業外費用  

支払利息 1,679

持分法による投資損失 1,664

その他 42

営業外費用合計 3,386

経常利益 222,296

特別利益  

貸倒引当金戻入額 603

その他 7

特別利益合計 610

税金等調整前四半期純利益 222,907

法人税、住民税及び事業税 99,746

法人税等調整額 △7,746

法人税等合計 92,000

四半期純利益 130,907



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 454,801

減価償却費 58,590

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,610

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

受取利息及び受取配当金 △12,968

支払利息 6,765

持分法による投資損益（△は益） 4,014

売上債権の増減額（△は増加） 48,602

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,598

仕入債務の増減額（△は減少） △30,976

収納代行預り金の増減額（△は減少） 340,323

その他 △60,680

小計 799,260

利息及び配当金の受取額 12,968

利息の支払額 △6,765

法人税等の支払額 △194,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,472

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 △5,667

無形固定資産の取得による支出 △61,933

貸付けによる支出 △2,315

敷金及び保証金の差入による支出 △4,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,614

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 21,900,000

短期借入金の返済による支出 △21,900,000

株式の発行による収入 9,474

配当金の支払額 △80,237

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 465,094

現金及び現金同等物の期首残高 2,209,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,675,081
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