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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 3,054 ― △543 ― △630 ― △581 ―
20年3月期第2四半期 4,074 △16.3 197 ― 170 ― 89 ―

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 △6,552.30 ―
20年3月期第2四半期 1,023.05 1,019.76

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 7,329 1,170 1.2 366.45
20年3月期 6,693 167 △6.0 △4,538.71

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  85百万円 20年3月期  △399百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 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   

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 6,100 △11.0 △1,381 ― △1,508 ― △1,600 ― △9,935.73

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）  有  

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

(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  有  

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

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 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８月14日に公表いたしました連結業績予想の通期は、本資料において修正しております。 
２ 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。 
３ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
４ １株当たり当期純利益の計算の基礎となる期中平均株式数につきましては、平成20年９月30日付いわかぜ１号投資事業有限責任組合に対する第三者割当増資によ
る増加株式数を反映させております。  

新規 1 社 （社名 GOLDSKY DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED. ） 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 有

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 233,743株 20年3月期 87,928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 88,725株 20年3月期第2四半期 87,915株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の

減速と世界的な金融不安の拡大に加え、外資系大手証券会社の破綻や株式・為替市場の大幅な変動によ

り設備投資や個人消費が冷え込み、先行きの不透明感が高まっております。  

 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）等、多様化す

るアニメーション番組の視聴形態に対応すべく、国内・海外向けにインターネット配信を行うなど、新

たな映像配信の手法を試行・採用したものの、依然としてＤＶＤ等のビデオ販売収入が減少傾向にあ

り、加えて当社グループが得意とするファン向けアニメ作品におきましては、参入企業ならびに制作本

数の増加による競争が激しさを増すなど依然厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループでは、アニメーション事業における事業リスクの極小化を最優

先課題とし、制作コスト及びスケジュール管理の徹底による安定した制作利益の確保に加え、製作出資

比率の低減や出資タイトルの厳選化による出資リスクの抑制を図るとともに、当社が保有するコンテン

ツ・ライブラリーの積極的な活用による事業収支の改善を図る一方、アジアを中心に市場成長の著しい

オンラインゲーム事業へ資源を集中し、事業の選択と集中を行ってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,054百万円、営業損失は543百万円、経常損失は630

百万円、四半期純損失は581百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

（アニメーション事業） 

当該セグメントにつきましては、アニメーションの企画・制作事業、アニメーションのライセンス事

業等について分類しており、当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりであります。 

アニメーションの企画・制作事業では、製作出資タイトルの見直しと厳選を行い、「鉄のラインバレ

ル」、「ストライクウィッチーズ」といったテレビ向けアニメ作品の制作を行いました。また、映画や

ＴＶ、ＣＭなど各種メディアの制作に対して技術提供を行いました。 

ビデオグラム化や海外利用等のライセンス事業では、国内においては「ドルアーガの塔～the Aegis 

of URUK～」や「ブラスレイター」、「ぼくらの」等を中心に、海外においては「ロミオとジュリエッ

ト」や「ＮＨＫにようこそ！」、「ＲＥＤ ＧＡＲＤＥＮ」等を中心に版権収入及び印税収入の確保に

努めてまいりました。  

このほか、「ドルアーガの塔～the Aegis of URUK～」や「ブラスレイター」を始めとする新作タイ

トルや、過去の制作タイトルのインターネット配信を行い、ＧＯＮＺＯブランドの普及と新たなファン

層の拡大に取り取り組みました。 

 その結果、当該事業の売上高は1,790百万円、営業損失は322百万円となりました。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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（オンラインゲーム事業） 

当該セグメントにつきましては、オンラインゲームの企画・運営事業、オンラインゲームのライセン

ス事業及びモバイルサイトの企画・運営事業等について分類しており、当第２四半期連結累計期間の業

績は、以下のとおりであります。 

オンラインゲームの企画・運営事業では、当社グループはＭＭＯＲＰＧ（注１）を中心にオンライン

ゲームの企画・運営を行っております。2008年４月から新規タイトルとして日本国内においては「ドル

アーガの塔」を、マレーシア・シンガポールにおいては「NOSTALE」の運営を開始したことにより、

2008年９月末時点で、日本国内で４タイトル（「ドルアーガの塔」、「パンドラ・サーガ」、「Master 

of Epic」及び「シャイヤ」）、マレーシア・シンガポールで３タイトル（「RAN ONLINE」、「戦国

Ⅱ」及び「NOSTALE」）の合計７タイトルの運営を行っております。 

各タイトルでは、様々なゲーム内イベント、ゲームアイテム投下、ゲームのアップデート、キャンペ

ーンを随時実施しており、「ドルアーガの塔」では、当社グループで手がけるアニメーション作品と連

動したイベントを行う等、会員数及び顧客単価の増加に努めてまいりました。 

また、業績には寄与していないものの、7月に「RAN ONLINE」の日本国内における運営ライセンスを

取得し、第３四半期に入りベータサービス（注２）の提供を開始するなど、サービスタイトルの充実と

今後の事業成長のための準備を進めております。 

オンラインゲームのライセンス事業では、当社グループはアジア地域を中心とした海外各国に対し

て、ＭＭＯＲＰＧのライセンスを行っており、これまで「RAN ONLINE」を海外子会社であるGOLDSKY 

DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED.等を通じて、アジア各国にライセンスしてまいりました。 

当社グループは、引き続き「RAN ONLINE」のライセンス強化に努めるとともに、タイトルラインナッ

プ強化による収益基盤の拡大を目指し、日本国内で運営を行っている日本製MMORPGの海外ライセンスも

2008年３月より新たに開始しており、「パンドラ・サーガ」及び「ドルアーガの塔」をGOLDSKY 

DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED.を通じて、中国や台湾・香港などアジア各国にライセンスを実施し、こ

れらが収益に貢献しました。 

モバイルサイトの企画・運営事業につきましては、アニメ専門誌「月刊Newtype」(株式会社角川書

店)のモバイルサイト及びＧＯＮＺＯが手掛けるアニメ作品の情報を提供するモバイルサイト「GONZO 

Mobile」のサービス充実に取り組みましたが、競合他社のモバイルサイト数の増加などの理由により、

競争が激化している状況となっております。 

その結果、当事業の売上高は1,250百万円、営業利益200百万円となりました。 

  

（注１）「ＭＭＯＲＰＧ」とは、「Massively Multi Player Online Role Playing Game」（多人数同時

参加型オンラインロールプレイングゲーム）の略称であります。 

（注２）「ベータサービス」とは、ゲーム運営検証のため、正式有料サービス開始前の一定期間におい

て、無償で提供するサービスのことであります。 

  

（その他事業） 

当該セグメントにつきましては、ファイナンス事業と上記の２事業に区分されない収益について分類

しております。  

 当第２四半期連結累計期間につきましては、ファンドの運営手数料及びファイナンスアレンジメント

に関する手数料等の収益を計上いたしました。 

 その結果、当該セグメントの売上高は25百万円、営業損失は88百万円となりました。  
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当第２四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ635百万円増加し、7,329百万円となりました。これ

は現金及び預金、仕掛品、ソフトウェア等が1,125百万円増加し、貸倒引当金149百万円、のれんが642百

万円減少したことによるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ366百万円減少し、6,159百万円となりました。これは前

受金、短期借入金及び長期借入金が672百万円減少し、分配原資等の預り金が261百万円増加したことによ

ります。また、純資産につきましては、第三者割当増資の払込を受けた影響もあり前連結会計年度末に比

べ1,002百万円増加し、1,170百万円となりました。  

  

業績予想につきましては、平成20年８月14日に公表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計

期間及び通期の数値を修正しております。詳細につきましては平成20年11月10日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご覧ください。 
  
  

①GOLDSKY DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED. 

GOLDSKY DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED.は新規設立出資により当第２四半期連結会計期間より連

結子会社としております。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四半期連結会計期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。  

②固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっています。  

  

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連結範囲に関する事実の変更  

  (1）連結の範囲の変更 

GOLDSKY DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED.は新規設立出資により当第２四半期連結会計期間より

連結子会社としております。     

  (2）変更後の連結子会社の数 

  13社 

③持分法の適用に関する事項 

  (1）持分法適用の範囲の変更 

GO-N PRODUCTIONS は、GO-N INTERNATIONALに、当社が保有するGO-N PRODUCTIONSの全株式を

譲渡したため、持分法適用関連会社に該当しなくなりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動

(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

(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
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  (2）変更後の持分法適用関連会社の数 

  １社 

 ④会計方針の変更 

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 

 この結果、損益に与える影響はありません。 
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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 1,437,939 746,155 

売掛金 1,151,294 1,130,933 

たな卸資産 1,034,947 801,348 

短期貸付金 22,000 54,435 

未収入金 3,444 48,476 

営業投資有価証券 408,983 536,904 

その他 456,767 400,182 

貸倒引当金 △222,194 △371,794 

流動資産合計 4,293,183 3,346,641 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 108,891 125,418 

器具備品（純額） 92,231 72,509 

その他（純額） 5,524 6,895 

有形固定資産合計 206,647 204,823 

無形固定資産 

ソフトウエア 447,836 222,443 

ソフトウエア仮勘定 286,781 307,823 

コンテンツ版権 671,625 512,288 

コンテンツ版権仮勘定 154,770 287,796 

のれん 504,672 1,147,355 

その他 1,566 1,566 

無形固定資産合計 2,067,253 2,479,272 

投資その他の資産 

投資有価証券 360,174 282,285 

長期貸付金 63,781 90,953 

敷金及び保証金 136,500 135,647 

その他 201,727 199,149 

貸倒引当金 － △45,476 

投資その他の資産合計 762,184 662,559 

固定資産合計 3,036,085 3,346,655 

資産合計 7,329,269 6,693,296 
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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 

買掛金 722,117 631,821 

短期借入金 － 590,000 

1年内返済予定の長期借入金 564,774 1,092,960 

未払金 706,666 617,340 

未払法人税等 79,347 23,161 

前受金 1,304,452 1,533,205 

預り金 444,609 － 

その他 27,268 379,374 

流動負債合計 3,849,235 4,867,864 

固定負債 

長期借入金 2,151,006 1,476,060 

その他 158,944 182,080 

固定負債合計 2,309,950 1,658,141 

負債合計 6,159,186 6,526,005 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,361,473 2,861,473 

資本剰余金 3,402,585 2,902,586 

利益剰余金 △6,638,541 △6,057,189 

株主資本合計 125,517 △293,129 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 － △77,410 

為替換算調整勘定 △39,862 △28,540 

評価・換算差額等合計 △39,862 △105,950 

少数株主持分 1,084,428 566,371 

純資産合計 1,170,083 167,291 

負債純資産合計 7,329,269 6,693,296 
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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 3,054,779 

売上原価 2,473,699 

売上総利益 581,079 

販売費及び一般管理費 1,124,576 

営業損失（△） △543,497 

営業外収益 

受取利息 15,227 

受取配当金 900 

カード発行手数料収入 7,157 

為替差益 5,824 

雑収入 31,879 

営業外収益合計 60,988 

営業外費用 

支払利息 51,096 

デリバティブ評価損 4,238 

株式交付費 84,730 

持分法による投資損失 6,683 

雑損失 962 

営業外費用合計 147,711 

経常損失（△） △630,220 

特別利益 

関係会社株式売却益 307,629 

貸倒引当金戻入額 229,686 

その他 6,398 

特別利益合計 543,714 

特別損失 

固定資産除却損 3,577 

のれん減損損失 339,873 

固定資産減損損失 35,617 

投資有価証券売却損 67,852 

投資有価証券評価損 8,717 

その他 40,000 

特別損失合計 495,637 

税金等調整前四半期純損失（△） △582,143 

法人税、住民税及び事業税 79,664 

法人税等還付額 △34,432 

法人税等合計 45,231 

少数株主損失（△） △46,022 

四半期純損失（△） △581,352 
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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利益 △582,143 

減価償却費 407,487 

のれん償却額 54,985 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,609 

受取利息及び受取配当金 △16,127 

支払利息 51,096 

為替差損益（△は益） 4,978 

デリバティブ評価損益（△は益） 4,238 

匿名組合損失（△利益） 35,284 

関係会社株式売却益 △307,629 

株式交付費 84,730 

持分法による投資損益（△は益） 6,683 

貸倒引当金戻入額 △229,686 

固定資産除却損 3,577 

のれん減損損失 339,873 

投資有価証券売却損益（△は益） 67,852 

固定資産減損損失 35,617 

投資有価証券評価損益（△は益） 8,717 

売上債権の増減額（△は増加） △20,361 

たな卸資産の増減額（△は増加） △233,598 

仕入債務の増減額（△は減少） 90,295 

未払金の増減額（△は減少） 89,328 

前受金の増減額（△は減少） △228,753 

預り金の増減額（△は減少） 261,613 

未収入金の減少額 45,031 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 127,920 

その他 △210,515 

小計 △74,896 

利息及び配当金の受取額 16,298 

利息の支払額 △57,946 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,780 

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,763 

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 △10,000 

投資有価証券の取得による支出 △210,300 

投資有価証券の売却による収入 94,050 

匿名組合出資金の分配による収入 3,687 

有形固定資産の取得による支出 △57,791 

無形固定資産の取得による支出 △315,102 

関係会社社債の償還による収入 1,000 

長期前払費用の増加による支出 △8,530 

貸付けによる支出 △77,781 

貸付金の回収による収入 39,000 

関係会社貸付金の回収による収入 100,530 

コンテンツ版権投資による支出 △334,201 

関係会社株式の売却による収入 824,205 

その他 △1,893 

投資活動によるキャッシュ・フロー 46,871 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △590,000 

長期借入れによる収入 350,000 

長期借入金の返済による支出 △201,920 

株式の発行による収入 915,268 
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少数株主からの払込による収入 305,000 

割賦購入未払金の返済による支出 △21,694 

財務活動によるキャッシュ・フロー 756,653 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,978 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 691,784 

現金及び現金同等物の期首残高 746,155 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,437,939 

㈱ＧＤＨ（3755）平成21年３月期　第２四半期決算短信

10



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。 

  

当社グループは、第８期連結会計年度に1,871,196千円、前連結会計年度に3,337,021千円と、２期連続

して営業損失を計上しており、第８期連結会計年度に2,594,935千円、前連結会計年度に3,752,825千円と

大幅な当期純損失を計上しております。また、第８期連結会計年度に291,269千円、前連結会計年度に

307,115千円と２期連続して営業キャッシュ・フローのマイナスの状況が続いております。  

 これにより、当社グループには継続企業としての前提に関する重要な疑義が存在しております。 ま

た、当第２四半期連結累計期間においても、営業損失543,497千円、四半期純損失581,352千円を計上し、

また、営業キャッシュ・フローについても106,763千円のマイナスの状況となっており、依然として継続

企業の前提に関する重要な疑義が生じております。  

 当社グループは、アニメーション業界を取り巻く環境がブロードバンド化の進展によるＤＶＤ市場の低

迷等により厳しさを増す中、アニメーション事業の収益改善を目指した事業リストラクチャリングを進め

ると同時に、今後大きな成長が見込めるオンラインゲーム事業の拡大強化を進めておりますが、当該状況

は、市場環境が益々厳しくなっている中、アニメーション作品等の企画・制作及び北米を中心とした海外

への販売が計画を下回ったことが原因であります。  

 当社グループは、当該状況を解消すべく、アジアを中心に市場成長が著しいオンラインゲーム事業を中

心に当社グループ事業の立て直しを図ってまいります。  

 オンラインゲーム事業におきましては、アジアを中心に市場成長は著しくビジネス機会が急速に拡大し

ていく中、世界的な競争優位なポジションを確立すべく、世界展開を狙える戦略的タイトルの投下による

ラインナップ強化とアジアを中心とした世界各国への海外展開により高成長・高収益の実現を目指してま

いります。  

 アニメーション事業におきましては、事業リスクの極小化を最優先課題とし、制作コスト及びスケジュ

ール管理の徹底による安定した制作利益の確保に加え、出資比率の低減や出資タイトルの厳選化による出

資リスクの抑制を図ると共に、当社が保有する会計上償却済みであるコンテンツ・ライブラリーの積極的

な活用による事業収支の改善を図るとともに、将来のブロードバンド時代に向けた新たなビジネス機会に

備えてまいります。  

 これらを実現するためにも、オンラインゲームとアニメーションの連動タイトルの投入、これまで築い

てきた海外ネットワークのフル活用等、当社グループの強みを活かし、グループ一丸となって取り組んで

おります。  

 当第２四半期連結会計期間におきましては、前四半期に引き続き、アニメーション事業における制作コ

ストの削減と安定的収益の確保に努め、新作タイトルの厳選を行った一方、成長領域であるオンラインゲ

ーム事業への資源投入を継続し、事業の選択と集中に取り組んでまいりました。また、当社の経営改革な

らびに財務基盤の強化を図る目的で、ＴＯＢならびに第三者割当による資本増強を行い、新経営体制のも

と当社の事業体質とコスト構造の改革に取り組んでおります。  

 今後１年間に必要となる現金及び現金同等物の創出については、現在着手しております経営・構造改革

の下、保有資産の売却及び、資本増強を始めとした様々な方策を採っていく方針であります。さらに、上

述のアニメーション事業の事業収支の改善とオンラインゲーム事業を今後当社グループの収益の柱とすべ

(4) 継続企業の前提に関する注記
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く経営資源を集中していく中で、組織体制のスリム化や徹底した固定費の削減を推進してまいります。 

 当第２四半期連結財務諸表は、追加資金調達も含めた上記資金確保が実行され、かつ、アニメーション

事業及びオンラインゲーム事業が軌道に乗るという前提のもと、継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当社は、平成20年９月30日付で、いわかぜ１号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込を受

けました。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が499百万円、資本準備金が499百万円

増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,361百万円、資本剰余金が3,402百万円となっ

ております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前中間連結損益計算書 

  

 
  

  

  

  

  

「参考資料」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,074,032

Ⅱ 売上原価 2,853,372

  売上総利益 1,220,660

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,023,494

  営業利益 197,165

Ⅳ 営業外収益 41,262

Ⅴ 営業外費用 67,791

  経常利益 170,636

Ⅵ 特別利益 97,251

Ⅶ 特別損失 134,965

  税金等調整前中間純利益 132,922

  税金費用 49,487

  少数株主損失 6,505

  中間純利益 89,941
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