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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 919 ― △71 ― △72 ― △110 ―

20年3月期第2四半期 1,314 11.6 284 22.4 267 16.1 151 16.0

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 △3,872.86 ―

20年3月期第2四半期 5,485.80 4,790.49

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 2,327 2,146 92.2 75,210.28
20年3月期 2,557 2,265 88.6 79,474.58

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,144百万円 20年3月期  2,253百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 1,957 △16.5 △78 ― △84 ― △131 ― △4,594.26

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  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。  

(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・上記の業績予想につきましては、平成20年5月14日に公表いたしました内容を変更しております。詳細につきましては、平成20年11月14日付「平成21年3月期通期（連
結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．上記業績予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 
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等規則」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  28,538株 20年3月期  28,506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  28,523株 20年3月期第2四半期  27,683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 1,550,592 1,813,909

売掛金 66,009 104,862

仕掛品 39,558 27,285

その他 134,236 151,328

貸倒引当金 △1,739 △3,517

流動資産合計 1,788,657 2,093,869

固定資産   

有形固定資産 54,107 59,720

無形固定資産   

ソフトウエア 271,453 188,056

その他 1,535 1,587

無形固定資産合計 272,988 189,644

投資その他の資産 211,518 214,041

固定資産合計 538,614 463,405

資産合計 2,327,271 2,557,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,730 76,371

1年内返済予定の長期借入金 － 8,330

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 7,707 27,282

受注損失引当金 962 4,130

関係会社整理損失引当金 9,819 13,979

その他 57,700 111,678

流動負債合計 160,920 261,773

固定負債   

社債 20,000 30,000

固定負債合計 20,000 30,000

負債合計 180,920 291,773



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,095,598 1,094,628

資本剰余金 1,046,778 1,045,808

利益剰余金 2,499 112,965

株主資本合計 2,144,877 2,253,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 274 616

繰延ヘッジ損益 151 453

為替換算調整勘定 1,048 11,028

評価・換算差額等合計 1,473 12,099

純資産合計 2,146,350 2,265,502

負債純資産合計 2,327,271 2,557,275



（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 919,170

売上原価 458,705

売上総利益 460,465

販売費及び一般管理費 532,031

営業損失（△） △71,566

営業外収益  

受取利息 2,761

為替差益 19,618

その他 1,075

営業外収益合計 23,455

営業外費用  

支払利息 429

株式交付費 467

支払手数料 23,711

営業外費用合計 24,607

経常損失（△） △72,718

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,736

特別利益合計 1,736

特別損失  

固定資産除却損 348

投資有価証券評価損 24,999

特別損失合計 25,348

税金等調整前四半期純損失（△） △96,330

法人税、住民税及び事業税 6,602

法人税等調整額 7,532

法人税等合計 14,135

四半期純損失（△） △110,465



（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（△） △96,330

減価償却費 29,451

投資有価証券評価損益（△は益） 24,999

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △4,160

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3,168

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,767

株式交付費 467

受取利息及び受取配当金 △2,761

支払利息 429

為替差損益（△は益） 2,537

固定資産除却損 348

売上債権の増減額（△は増加） 37,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,273

仕入債務の増減額（△は減少） △11,585

未払又は未収消費税等の増減額 1,375

その他 △39,028

小計 △74,226

利息及び配当金の受取額 2,761

利息の支払額 △531

法人税等の支払額 △24,640

営業活動によるキャッシュ・フロー △96,637

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 △6,038

有形固定資産の取得による支出 △9,764

無形固定資産の取得による支出 △104,593

投資有価証券の取得による支出 △25,000

その他 166

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,229

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 △8,330

社債の償還による支出 △10,000

株式の発行による収入 1,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,354

現金及び現金同等物の期首残高 1,661,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,391,885
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