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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）１．当社は、前第２四半期より第２四半期経営成績の開示を行っているため、20年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
   ２．20年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均 
     株価が把握できませんので記載しておりません。 

(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3月期第2四半期 1,660 ― 43 ― 37 ― 24 ―
20年3月期第2四半期 1,542 ― 126 ― 121 ― 73 ―

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 1,502.46 1,436.94
20年3月期第2四半期 11,200.37 ―

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 1,774 744 42.0 44,845.66
20年3月期 1,862 751 40.4 45,454.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  744百万円 20年3月期  751百万円

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 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,200.00 2,200.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 3,850 14.9 333 4.3 320 11.3 185 16.2 11,187.71

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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3月期第2四半期  16,600株 20年3月期  16,536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（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  16,570株 20年3月期第2四半期  6,577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．上記の業績予想は、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たものであります。実際の実績は、今後様々な要因により記載の予想数値と異な
る可能性があります。なお、上記業績予想のご利用にあたっては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 854,322 746,349

受取手形 57,153 57,984

売掛金 394,693 641,842

原材料 1,254 2,051

仕掛品 47,287 25,792

貯蔵品 62 50

その他 87,125 90,367

貸倒引当金 △4,699 △12,559

流動資産合計 1,437,200 1,551,878

固定資産   

有形固定資産 170,507 151,592

無形固定資産 20,564 22,837

投資その他の資産   

敷金 101,087 101,087

その他 87,225 65,181

貸倒引当金 △42,215 △29,949

投資その他の資産合計 146,096 136,318

固定資産合計 337,167 310,748

資産合計 1,774,368 1,862,626

負債の部   

流動負債   

買掛金 141,938 181,593

1年内返済予定の長期借入金 334,636 274,396

未払法人税等 12,006 77,242

賞与引当金 73,649 98,940

その他 80,169 81,777

流動負債合計 642,399 713,950

固定負債   

長期借入金 387,301 396,813

その他 230 230

固定負債合計 387,531 397,043

負債合計 1,029,930 1,110,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 154,738 154,258

資本剰余金 134,738 134,258

利益剰余金 455,306 463,483

株主資本合計 744,782 751,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △344 △365

評価・換算差額等合計 △344 △365

純資産合計 744,437 751,633

負債純資産合計 1,774,368 1,862,626



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,660,041

売上原価 1,045,731

売上総利益 614,310

販売費及び一般管理費 570,978

営業利益 43,331

営業外収益  

受取利息 295

受取配当金 55

賃貸収入 660

雑収入 280

営業外収益合計 1,292

営業外費用  

支払利息 5,829

賃貸原価 293

雑損失 549

営業外費用合計 6,672

経常利益 37,951

特別利益  

固定資産売却益 182

特別利益合計 182

特別損失  

固定資産除却損 2,243

投資有価証券評価損 1,866

特別損失合計 4,109

税引前四半期純利益 34,024

法人税、住民税及び事業税 9,326

法人税等調整額 △197

法人税等合計 9,128

四半期純利益 24,895



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 34,024

減価償却費 12,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,406

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,290

その他の引当金の増減額（△は減少） △166

受取利息及び受取配当金 △351

有形固定資産売却損益（△は益） △182

支払利息 5,829

固定資産除却損 2,243

投資有価証券評価損益（△は益） 1,866

売上債権の増減額（△は増加） 247,979

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,709

仕入債務の増減額（△は減少） △39,655

未払金の増減額（△は減少） △4,430

未払費用の増減額（△は減少） 763

その他 △48,269

小計 170,491

利息及び配当金の受取額 351

利息の支払額 △5,839

法人税等の支払額 △69,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,909

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 △4,804

有形固定資産の売却による収入 1,485

無形固定資産の取得による支出 △886

投資有価証券の取得による支出 △607

その他 511

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,300

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 200,000

長期借入金の返済による支出 △149,272

株式の発行による収入 960

配当金の支払額 △32,332

その他 △2,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,364

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,973

現金及び現金同等物の期首残高 746,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 854,322
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