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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 1,837 △20.2 △185 ― △198 ― △267 ―
20年3月期第2四半期 2,302 13.5 24 ― 6 ― △298 ―

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 △66.81 ―
20年3月期第2四半期 △74.68 ―

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 5,652 937 16.6 234.51
20年3月期 6,252 1,200 19.2 300.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  937百万円 20年3月期  1,200百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 0.00 0.00

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  有  

（注）詳細は、２ぺージ【定性的情報・財務諸表等】の３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

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

通期 4,500 △6.8 52 ― 36 ― △30 ― △7.50

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） 

（注）詳細は、３ぺージ【定性的情報・財務諸表等】の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 
１．平成20年7月31日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績の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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績
予想の具体的修正内容は、ページ【定性的情報・財務諸表】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、「四半期連結財務諸表規則」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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  4,022,774株 20年3月期  4,022,774株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  24,267株 20年3月期  23,367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  3,998,957株 20年3月期第2四半期  3,999,057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 236,765 288,887

受取手形及び売掛金 1,188,179 1,688,102

製品 58,160 40,462

原材料 94,025 99,636

仕掛品 50,463 42,856

その他 70,314 66,181

貸倒引当金 △7,399 △5,638

流動資産合計 1,690,507 2,220,487

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,031,794 1,306,944

土地 1,422,080 1,669,818

その他 478,484 493,789

有形固定資産合計 2,932,360 3,470,552

無形固定資産 13,416 14,739

投資その他の資産   

投資有価証券 340,519 352,580

投資不動産（純額） 496,140 －

その他 220,379 202,491

貸倒引当金 △40,373 △8,307

投資その他の資産合計 1,016,666 546,765

固定資産合計 3,962,442 4,032,057

資産合計 5,652,950 6,252,545
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 743,765 918,586

短期借入金 1,906,936 1,788,744

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 9,004 6,352

賞与引当金 76,960 53,401

その他 147,223 298,673

流動負債合計 2,883,889 3,075,758

固定負債   

長期借入金 1,406,327 1,495,689

退職給付引当金 95,474 156,693

役員退職慰労引当金 319,920 310,762

その他 9,650 13,116

固定負債合計 1,831,371 1,976,261

負債合計 4,715,261 5,052,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 944,637 944,637

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 △246,304 40,851

自己株式 △8,258 △8,006

株主資本合計 955,005 1,242,412

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,315 △41,887

評価・換算差額等合計 △17,315 △41,887

純資産合計 937,689 1,200,525

負債純資産合計 5,652,950 6,252,545
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（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 1,837,083

売上原価 1,312,560

売上総利益 524,522

販売費及び一般管理費 709,748

営業損失（△） △185,226

営業外収益  

受取利息 3,499

受取配当金 2,598

受取地代家賃 4,597

その他 6,763

営業外収益合計 17,458

営業外費用  

支払利息 27,193

不動産賃貸費用 2,420

その他 1,484

営業外費用合計 31,098

経常損失（△） △198,865

特別利益  

固定資産売却益 2,210

償却債権取立益 439

特別利益合計 2,650

特別損失  

固定資産除却損 1,112

固定資産売却損 6,028

投資有価証券評価損 35,412

特別損失合計 42,553

税金等調整前四半期純損失（△） △238,769

法人税、住民税及び事業税 6,733

法人税等調整額 21,671

法人税等合計 28,404

四半期純損失（△） △267,173
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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損失（△） △238,769

減価償却費 69,770

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,827

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,559

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,218

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,157

受取利息及び受取配当金 △6,097

支払利息 27,193

投資有価証券評価損益（△は益） 35,412

有形固定資産売却損益（△は益） 3,817

有形固定資産除却損 1,112

売上債権の増減額（△は増加） 499,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,157

仕入債務の増減額（△は減少） △174,821

その他の資産の増減額（△は増加） △58,967

その他の負債の増減額（△は減少） △33,949

小計 113,793

利息及び配当金の受取額 6,097

利息の支払額 △28,675

法人税等の支払額 △4,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 87,212

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △236,000

定期預金の払戻による収入 291,000

有形固定資産の取得による支出 △136,738

有形固定資産の売却による収入 11,235

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △13,424

貸付けによる支出 △1,180

貸付金の回収による収入 5,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,651

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 118,192

長期借入れによる収入 458,400

長期借入金の返済による支出 △547,762

社債の償還による支出 △10,000

長期未払金の返済による支出 △3,466

自己株式の取得による支出 △252

配当金の支払額 △19,793

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,878

現金及び現金同等物の期首残高 139,887

現金及び現金同等物の四半期末残高 142,765

-4-










	株式会社研創（7939）平成21年３月期　第２四半期決算短信: 株式会社研創（7939）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


