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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 131 ― △2,012 ― △2,117 ― △1,856 ―

20年3月期第2四半期 70 △94.3 △3,333 ― △3,307 ― △3,168 ―

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 △15,746.12 ―

20年3月期第2四半期 △26,978.21 ―

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 14,513 13,943 95.0 116,942.24
20年3月期 17,403 15,782 89.4 132,002.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,786百万円 20年3月期  15,562百万円

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
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

通期 190 ― △3,180 ― △3,180 ― △3,180 ― △26,973.61

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  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 
   ・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。 
   ・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績予想に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  

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  117,893株 20年3月期  117,893株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  117,893株 20年3月期第2四半期  117,581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 2,908,907 4,907,939

売掛金 100 68,048

その他 500,021 493,513

流動資産合計 3,409,030 5,469,501

固定資産   

有形固定資産   

建物 67,804 76,828

工具、器具及び備品 4,692 35,071

有形固定資産合計 72,497 111,900

無形固定資産   

のれん 10,984,348 11,778,398

その他 10,309 6,332

無形固定資産合計 10,994,658 11,784,731

投資その他の資産   

その他 37,702 37,691

投資その他の資産合計 37,702 37,691

固定資産合計 11,104,858 11,934,323

資産合計 14,513,888 17,403,824

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,802 57,802

未払金 230,736 405,862

未払費用 266,442 1,108,933

未払法人税等 2,739 4,606

その他 14,631 44,219

流動負債合計 570,353 1,621,424

負債合計 570,353 1,621,424

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,965,805 16,965,805

資本剰余金 18,907,795 18,907,795

利益剰余金 △22,904,390 △21,048,032

株主資本合計 12,969,209 14,825,567

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 817,462 736,622

評価・換算差額等合計 817,462 736,622

新株予約権 156,863 220,210

純資産合計 13,943,535 15,782,400

負債純資産合計 14,513,888 17,403,824



（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 131,832

売上原価 120,125

売上総利益 11,707

販売費及び一般管理費 2,024,650

営業損失（△） △2,012,943

営業外収益  

受取利息 8,563

雑収入 1,659

営業外収益合計 10,222

営業外費用  

雑損失 90

為替差損 114,257

営業外費用合計 114,347

経常損失（△） △2,117,068

特別利益  

固定資産売却益 256

新株予約権失効益 124,738

特別利益合計 124,995

特別損失  

固定資産除売却損 15,065

特別損失合計 15,065

税金等調整前四半期純損失（△） △2,007,138

法人税、住民税及び事業税 △150,780

四半期純損失（△） △1,856,357



（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（△） △2,007,138

減価償却費 15,050

のれん償却額 794,049

株式報酬費用 61,392

新株予約権失効益 △124,738

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,799

為替差損益（△は益） 114,257

売上債権の増減額（△は増加） 68,073

前払費用の増減額（△は増加） △3,392

未収入金の増減額（△は増加） 19,386

立替金の増減額（△は増加） 18,996

未収付加価値税増減額（△は増加） 12,614

未払金の増減額（△は減少） △164,707

未払費用の増減額（△は減少） △844,897

預り金の増減額（△は減少） △14,377

その他 17,306

小計 △2,052,925

利息及び配当金の受取額 8,563

法人税等の還付額 47,162

法人税等の支払額 △812

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,998,011

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 △1,282

有形固定資産の売却による収入 1,587

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー 319

財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,999,031

現金及び現金同等物の期首残高 4,907,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,908,907
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