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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 10,370 ― △928 ― △995 ― △1,279 ―

20年3月期第2四半期 3,664 △8.2 282 ― △319 ― △363 ―

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 △154.84 ―

20年3月期第2四半期 △44.04 ―

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 12,154 1,171 9.5 139.29
20年3月期 13,265 2,327 17.5 281.73

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,171百万円 20年3月期  2,327百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
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  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 21,129 63.6 △939 ― △1,035 ― △1,391 ― △168.43

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  

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） 

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 
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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。  

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  8,262,000株 20年3月期  8,262,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,432株 20年3月期  980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  8,260,938株 20年3月期第2四半期  8,261,020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 813,975 1,339,943

受取手形及び売掛金 3,844,545 3,813,226

商品 3,156 4,222

貯蔵品 151,693 213,198

その他 527,026 768,005

貸倒引当金 △92,584 △74,979

流動資産合計 5,247,814 6,063,615

固定資産   

有形固定資産 3,193,645 3,277,681

無形固定資産   

のれん 1,642,028 1,636,155

その他 73,593 82,082

無形固定資産合計 1,715,621 1,718,238

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,998,838 2,207,692

貸倒引当金 △1,542 △1,542

投資その他の資産合計 1,997,295 2,206,149

固定資産合計 6,906,563 7,202,069

資産合計 12,154,377 13,265,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 191,092 231,271

短期借入金 6,692,000 6,400,000

未払法人税等 52,969 73,043

引当金 6,237 －

その他 1,815,675 1,933,016

流動負債合計 8,757,974 8,637,331

固定負債   

長期借入金 1,480,360 1,642,315

退職給付引当金 177,264 167,501

負ののれん 11,759 12,067

その他 555,378 479,126

固定負債合計 2,224,762 2,301,011

負債合計 10,982,737 10,938,342



（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 3,030,859 3,030,859

資本剰余金 683,343 683,343

利益剰余金 △2,565,812 △1,245,377

自己株式 △438 △366

株主資本合計 1,147,952 2,468,458

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,673 △141,115

評価・換算差額等合計 2,673 △141,115

少数株主持分 21,014 －

純資産合計 1,171,640 2,327,342

負債純資産合計 12,154,377 13,265,685



（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 10,370,411

売上原価 9,903,336

売上総利益 467,075

販売費及び一般管理費 1,395,807

営業損失（△） △928,732

営業外収益  

受取利息 11,661

受取配当金 5,115

その他 27,870

営業外収益合計 44,646

営業外費用  

支払利息 101,332

その他 9,587

営業外費用合計 110,919

経常損失（△） △995,005

特別利益 10,223

特別損失  

投資有価証券評価損 208,944

その他 40,324

特別損失合計 249,269

税金等調整前四半期純損失（△） △1,234,051

法人税、住民税及び事業税 44,874

法人税等調整額 923

法人税等合計 45,797

少数株主損失（△） △719

四半期純損失（△） △1,279,129



（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 5,188,866

売上原価 4,862,614

売上総利益 326,251

販売費及び一般管理費 711,624

営業損失（△） △385,372

営業外収益  

受取利息 6,534

受取配当金 160

その他 6,347

営業外収益合計 13,041

営業外費用  

支払利息 51,070

その他 4,287

営業外費用合計 55,357

経常損失（△） △427,688

特別利益 3,223

特別損失  

投資有価証券評価損 208,944

その他 40,199

特別損失合計 249,143

税金等調整前四半期純損失（△） △673,609

法人税、住民税及び事業税 26,684

法人税等調整額 923

法人税等合計 27,608

少数株主損失（△） △11

四半期純損失（△） △701,206



（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（△） △1,234,051

減価償却費 132,403

のれん償却額 66,641

負ののれん償却額 △308

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,467

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,204

受取利息及び受取配当金 △16,776

支払利息 101,332

投資有価証券評価損益（△は益） 208,944

売上債権の増減額（△は増加） 37,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,569

未収入金の増減額（△は増加） 220,503

その他資産の増減額（△増加） △12,751

仕入債務の増減額（△は減少） △54,944

未払金の増減額（△は減少） △151,034

その他負債の増減額（△減少） 103,932

小計 △523,416

利息及び配当金の受取額 26,342

利息の支払額 △132,711

補助金の受取額 119,714

法人税等の支払額 △61,923

営業活動によるキャッシュ・フロー △571,995

投資活動によるキャッシュ・フロー  

長期性預金の預入による支出 △106,504

有形固定資産の取得による支出 △32,730

新規連結子会社の取得による支出 △86,405

貸付金の回収による収入 665

敷金及び保証金の差入による支出 △25,946

敷金及び保証金の回収による収入 29,707

保険積立金の解約による収入 211,869

その他 19,672

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,328

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 280,645

長期借入金の返済による支出 △213,369

自己株式の取得による支出 △71

配当金の支払額 △41,539

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536,001

現金及び現金同等物の期首残高 1,279,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 743,489
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