
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＣＤＧ 上場取引所 JQ 
コード番号 2487 URL http://www.cdg.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤井 勝典
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理部長 （氏名） 曽我部 憲昭 TEL 06-6282-0662

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

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 3,754 ― 158 ― 177 ― 98 ―
20年3月期第2四半期 3,824 22.3 249 91.0 272 119.4 160 132.0

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 47.28 ―
20年3月期第2四半期 77.28 ―

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 4,206 2,500 59.4 1,202.18
20年3月期 4,077 2,431 59.6 1,169.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,500百万円 20年3月期  2,431百万円

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  有   

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 35.00 35.00

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 8,100 10.1 416 7.9 450 4.7 270 7.3 129.81

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ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(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） 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、３ページ【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。 
（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。  

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  2,080,000株 20年3月期  2,080,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  128株 20年3月期  128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  2,079,872株 20年3月期第2四半期  2,079,990株
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当第２四半期連結累計期間（４月～９月）における我が国経済は、原油高に伴う原材料価格の上昇等による企業業

績の圧迫や、米国発の金融危機による世界的な景気の減速を受け、実体経済への悪影響が顕在化してきました。ま

た、ガソリン・食料品等の値上げに加え、株式市場等の低迷などから消費者心理がマイナスに影響し、個人消費も力

強さを欠く傾向となりました。 

  この様な経済環境のもと、当社グループが属するセールスプロモーション市場におきましては、広告マス媒体から

消費者に直結したセールスプロモーションへのニーズは引き続き高く、堅調に推移しておりますが、景況感の悪化や

企業業績の先行き懸念などにより、広告及び販促活動を抑制する動きが一部で見られ、今後の先行き需要については

厳しい環境が続くことが予想されます。 

  この様な環境の中、当社グループでは従来から推進している基本機能の拡大及び強化、品質管理体制の向上、顧客

企業の環境ニーズを取り込んだサービスの拡充など、サービスの高付加価値化への取組みを積極化させるとともに、

営業力強化のために採用した新卒16名の戦力化に注力し、新規開拓とともに当社グループの豊富な顧客群への積極的

なアプローチを実施し、顧客深耕への取組みを推進しました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、当社グループの主要顧客である、通信及び製薬業

界向けを中心として売上が伸びましたが、前年同期で大きく実績があった飲料業界及び流通・小売業向けの減少分を

補うことができず、売上高は3,754百万円（前年同期比1.8％減）となりました。また、第２四半期連結会計期間にお

いて案件毎の利益率の改善に努めましたが、一部の入札案件での低利益率案件の発生による利益減少額を補うには至

らず、品質管理費用の増加も伴って売上総利益率の低下要因となり、加えて販売費及び一般管理費についても人員増

加に伴い人件費等が増加した結果、営業利益は158百万円（同36.5％減）となりました。これらの結果、経常利益は

177百万円（同35.0％減）、四半期純利益は98百万円（同38.8％減）となりました。 

  なお、当社グループではセールスプロモーションの企画及び販売を行う単一事業分野において営業活動を行ってお

りますので、事業の種類別セグメント情報の記載は行っておりません。 

  ※ 前年同四半期増減率は、参考として記載しております。 

  

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,504百万円（前連結会計年度末3,400百万円）となり、104

百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が191百万円増加したためであります。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は702百万円（同677百万円）となり、24百万円増加いたしま

した。主な要因は、投資有価証券が35百万円増加したためであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,483百万円（同1,430百万円）となり、53百万円増加いた

しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が91百万円増加したためであります。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は222百万円（同215百万円）となり、７百万円増加いたしま

した。主な要因は、役員退職慰労引当金が５百万円増加したためであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,500百万円（同2,431百万円）となり、68百万円増加いたし

ました。主な要因は、利益剰余金が67百万円増加したためであります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,355百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て19百万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは288百万円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が

175百万円あったことと、仕入債務の増加額が91百万円となったこと及び売上債権の減少額が50百万円となったことに

よるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは258百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出

が36百万円あったことと、３ヶ月超の定期預金に資金を762百万円振替えたことなどにより、定期預金の預入による支

出が定期預金の引出による収入を211百万円上回ったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは49百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払額31百万円と長期

借入金の返済による支出18百万円によるものであります。 

  

当社グループの連結業績につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績は計画を下回る結果となりました。ま

た、今後についても景況感の悪化や企業業績の先行き懸念により、企業の広告・販促施策にも慎重姿勢が一部で窺

え、当社グループを取り巻く事業環境も厳しい環境が続くことが予想されます。しかしながら、現時点での案件の引

き合い状況は比較的順調であり、通期の業績予想につきましては平成20年５月14日に公表の数値を据え置いておりま

す。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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  たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定し

ております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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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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 2,117,902 1,926,741 

受取手形及び売掛金 1,216,660 1,267,550 

制作支出金 64,471 85,173 

製品 11,476 9,509 

原材料 12,361 13,261 

繰延税金資産 38,487 40,705 

その他 44,126 58,301 

貸倒引当金 △1,251 △1,192 

流動資産合計 3,504,234 3,400,050 

固定資産 

有形固定資産 221,401 225,916 

無形固定資産 85,250 93,070 

投資その他の資産 

投資有価証券 108,280 73,262 

従業員に対する長期貸付金 5,321 6,690 

繰延税金資産 102,652 99,756 

保険積立金 54,391 51,152 

敷金及び保証金 110,358 110,060 

その他 22,280 23,976 

貸倒引当金 △7,730 △6,500 

投資その他の資産合計 395,555 358,398 

固定資産合計 702,208 677,385 

資産合計 4,206,442 4,077,436 
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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 1,196,076 1,104,265 

1年内返済予定の長期借入金 15,800 33,800 

未払法人税等 80,719 87,066 

賞与引当金 70,400 72,300 

その他 120,557 132,946 

流動負債合計 1,483,553 1,430,377 

固定負債 

退職給付引当金 80,184 78,339 

役員退職慰労引当金 142,335 137,055 

固定負債合計 222,519 215,394 

負債合計 1,706,072 1,645,772 

純資産の部 

株主資本 

資本金 291,000 291,000 

資本剰余金 201,000 201,000 

利益剰余金 2,000,493 1,933,361 

自己株式 △180 △180 

株主資本合計 2,492,313 2,425,181 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 8,056 6,481 

評価・換算差額等合計 8,056 6,481 

純資産合計 2,500,370 2,431,663 

負債純資産合計 4,206,442 4,077,436 
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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 3,754,799 

売上原価 2,761,270 

売上総利益 993,528 

販売費及び一般管理費 835,379 

営業利益 158,149 

営業外収益 

受取利息 3,030 

受取配当金 708 

仕入割引 13,178 

為替差益 67 

その他 2,464 

営業外収益合計 19,449 

営業外費用 

支払利息 355 

その他 125 

営業外費用合計 481 

経常利益 177,117 

特別損失 

ゴルフ会員権評価損 1,695 

特別損失合計 1,695 

税金等調整前四半期純利益 175,422 

法人税、住民税及び事業税 78,848 

法人税等調整額 △1,755 

法人税等合計 77,092 

四半期純利益 98,329 
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【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 1,809,516 

売上原価 1,320,131 

売上総利益 489,385 

販売費及び一般管理費 406,244 

営業利益 83,140 

営業外収益 

受取利息 2,155 

受取配当金 13 

仕入割引 6,759 

為替差益 1,496 

その他 1,006 

営業外収益合計 11,432 

営業外費用 

支払利息 247 

その他 28 

営業外費用合計 276 

経常利益 94,296 

特別損失 

ゴルフ会員権評価損 1,695 

特別損失合計 1,695 

税金等調整前四半期純利益 92,601 

法人税、住民税及び事業税 60,149 

法人税等調整額 △20,362 

法人税等合計 39,786 

四半期純利益 52,814 
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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 175,422 

減価償却費 11,116 

無形固定資産償却費 14,395 

ゴルフ会員権評価損 1,695 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,844 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,280 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,289 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,900 

受取利息及び受取配当金 △3,738 

支払利息 355 

売上債権の増減額（△は増加） 50,890 

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,634 

仕入債務の増減額（△は減少） 91,811 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,362 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,920 

その他 △31 

小計 366,505 

利息及び配当金の受取額 3,627 

利息の支払額 △341 

法人税等の支払額 △81,663 

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,129 

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 △6,601 

無形固定資産の取得による支出 △6,575 

投資有価証券の取得による支出 △36,408 

関係会社株式の売却による収入 4,000 

定期預金の預入による支出 △762,101 

定期預金の払戻による収入 551,056 

保険積立金の積立による支出 △3,262 

敷金の回収による収入 135 

敷金の差入による支出 △433 

その他の収入 1,376 

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,815 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △18,000 

配当金の支払額 △31,198 

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,198 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,884 

現金及び現金同等物の期首残高 1,375,684 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,355,800 
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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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

（自己株式の取得） 

当社は平成20年10月17日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

① 自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、自己株式を取得するものであります。

② 取得に係る事項の内容 

 イ 取得する株式の種類 

   当社普通株式 

 ロ 取得する株式の総数 

   60,000株（上限） 

  （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.88％） 

 ハ 取得価額の総額 

   90百万円（上限） 

 二 取得期間 

   平成20年10月20日から平成21年３月25日まで 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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前年同四半期に係る財務諸表 

 (１) 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)
百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 3,824,957 100.0

Ⅱ 売上原価 2,764,098 72.3

   売上総利益 1,060,858 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 811,808 21.2

   営業利益 249,050 6.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,293

 ２ 受取配当金 274

 ３ 仕入割引 15,035

 ４ 為替差益 1,751

 ５ その他 6,659 26,015 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,313

 ２ その他 1,065 2,378 0.1

   経常利益 272,686 7.1

Ⅵ 特別利益

 １ 保険解約返戻金 1,061

 ２ 貸倒引当金戻入益 448 1,510 0.1

   税金等調整前中間純利益 274,197 7.2

   法人税、住民税及び事業税 101,948

   法人税等調整額 11,488 113,436 3.0

   中間純利益 160,761 4.2
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 (２) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

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 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 274,197

   減価償却費 11,780

   負ののれん償却額 △2,484

   無形固定資産償却費 7,749

   有形固定資産除却損 199

   退職給付引当金の増加額 2,425

   役員退職慰労引当金の増加額 1,420

   貸倒引当金の減少額 △448

   賞与引当金の増加額 9,250

   保険解約返戻金 △1,061

   受取利息及び受取配当金 △2,568

   支払利息 1,313

   売上債権の増加額 △35,409

   たな卸資産の増加額 △56,430

   仕入債務の減少額 △158,098

   未払消費税等の減少額 △7,601

   その他流動資産の減少額 13,122

   その他流動負債の減少額 △20,561

   その他 9

小計 36,800

   利息及び配当金の受取額 1,759

   利息の支払額 △1,306

   法人税等の支払額 △158,784

  営業活動によるキャッシュ・フロー △121,530

㈱ＣＤＧ（2487）  平成21年３月期  第２四半期決算短信

－ 11 －



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)

Ⅱ 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 △7,971

   無形固定資産の取得による支出 △26,214

   投資有価証券の取得による支出 △388

   投資有価証券の売却による収入 230

   定期預金の預入による支出 △562,009

   定期預金の引出しによる収入 26,320

   保険積立による支出 △2,171

   敷金の返還による収入 1,192

   敷金の差入れによる支出 △697

   その他 △8,415

  投資活動によるキャッシュ・フロー △580,126

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △44,780

      自己株式取得による支出 △71

   配当金の支払額 △20,800

  財務活動によるキャッシュ・フロー △65,651

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △767,307

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,961,857

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,194,549
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