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1.  平成20年12月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10月31日） 

（注）当社は、第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年４月期第２四半期の数値及び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) 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 ％

20年12月期第2四半期 2,749 ― △98 ― △93 ― △99 ―

20年4月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

20年12月期第2四半期 △1,108.24 ―

20年4月期第2四半期 ― ―

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

20年12月期第2四半期 3,174 2,520 79.3 27,954.68
20年4月期 3,712 2,726 73.4 30,270.77

（参考） 自己資本   20年12月期第2四半期  2,516百万円 20年4月期  2,724百万円

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4月期 ― 500.00 ― 1,200.00 1,700.00
20年12月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

20年12月期（予想） ――― ――― ― 1,200.00 1,200.00

3.  平成20年12月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成20年12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  

（注）当社は、平成20年11月21日開催の臨時株主総会において、決算期の末日を４月30日から12月31日に変更いたしました。したがって、平成20年12月期は平成20年５
月１日から12月31日までの８ヵ月間であります。  

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 3,700 △42.3 240 △60.8 240 △61.4 125 △60.7 1,388.58

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、２ページ「定性的情報・財務諸表」４．その他を参照してください。  

(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 
 当連結会計年度から「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。 
 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、多分に不確実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、上記予想と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、２ページ「定性的情報・財務諸表」３．連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。  

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） 20年12月期第2四半期  90,020株 20年4月期  90,020株

② 期末自己株式数 20年12月期第2四半期  ―株 20年4月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 20年12月期第2四半期  90,020株 20年4月期第2四半期  ―株
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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10月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,820,115 2,508,423

営業未収入金 539,993 417,679

営業貸付金 63,274 109,919

たな卸資産 22,128 12,506

その他 269,092 235,337

貸倒引当金 △2,604 △2,828

流動資産合計 2,711,998 3,281,037

固定資産   

有形固定資産 110,333 80,966

無形固定資産 2,152 869

投資その他の資産   

敷金及び保証金 347,275 328,282

その他 12,854 21,675

貸倒引当金 △10,000 －

投資その他の資産合計 350,129 349,958

固定資産合計 462,615 431,793

資産合計 3,174,613 3,712,831

負債の部   

流動負債   

営業未払金 72,112 75,850

短期借入金 － 30,000

未払法人税等 9,149 199,545

前受金 244,517 273,042

営業預り金 100,640 87,486

その他 204,778 296,850

流動負債合計 631,198 962,775

固定負債 23,250 23,250

負債合計 654,448 986,025
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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10月31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４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金 336,409 336,409

利益剰余金 1,721,280 1,929,067

株主資本合計 2,517,324 2,725,111

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △843 △136

評価・換算差額等合計 △843 △136

新株予約権 3,684 1,830

純資産合計 2,520,165 2,726,805

負債純資産合計 3,174,613 3,712,831
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 2,749,194

売上原価 450,714

売上総利益 2,298,479

販売費及び一般管理費 2,397,366

営業損失（△） △98,886

営業外収益  

受取利息 1,277

協賛金収入 1,670

催事関連収入 886

その他 2,136

営業外収益合計 5,971

営業外費用  

支払利息 249

その他 538

営業外費用合計 788

経常損失（△） △93,703

特別損失  

減損損失 21,928

固定資産除却損 173

賃貸借契約解約損 4,076

特別損失合計 26,178

税金等調整前四半期純損失（△） △119,881

法人税、住民税及び事業税 5,274

法人税等調整額 △25,393

法人税等合計 △20,118

四半期純損失（△） △99,763
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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５月１日 
 至 平成20年10月31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 △119,881

減価償却費 10,670

減損損失 21,928

固定資産除却損 173

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,775

受取利息 △1,277

支払利息 249

営業未収入金の増減額（△は増加） △122,313

営業貸付金の増減額（△は増加） 46,644

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,621

営業未払金の増減額（△は減少） △3,738

未払金の増減額（△は減少） △99,652

前受金の増減額（△は減少） △28,525

営業預り金の増減額（△は減少） 13,154

その他 △13,962

小計 △296,375

利息の受取額 1,277

利息の支払額 △249

法人税等の支払額 △196,580

営業活動によるキャッシュ・フロー △491,927

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △33

有形固定資産の取得による支出 △47,102

敷金保証金の増加額 △49,097

敷金保証金の減少額 21,433

子会社の清算による収入 17,514

その他 △1,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,490

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 △30,000

配当金の支払額 △107,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,216

現金及び現金同等物に係る換算差額 △707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △688,341

現金及び現金同等物の期首残高 2,330,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,641,900
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