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1.  平成21年4月期第2四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第2四半期 715 230.9 △179 ― △190 ― △209 ―
20年4月期第2四半期 309 △5.6 △117 ― △126 ― △622 ―

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4月期第2四半期 △22,648.20 ―
20年4月期第2四半期 △68,629.82 ―

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4月期第2四半期 729 △186 △25.5 △20,103.19
20年4月期 1,080 26 2.5 2,903.13

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  △186百万円 20年4月期  26百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社は、平成20年11月4日付で日本アジアホールディングズ株式会社と株式交換を行っていると共に、平成21年2月20日付で株式会社ジー・エフグループと株式会社モ
スインスティテュートと合併を予定しており、当該株式交換および合併は、当社の業績に影響を与えることが見込まれます。当該株式交換および合併を加味した通期業績
予想数値については、現在算定中でありいまだ判明してないことから本資料において、通期業績予想を記載しておりません。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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4月期第2四半期  9,269株 20年4月期  9,269株
② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  ―株 20年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第2四半期  9,269株 20年4月期第2四半期  9,071株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  
 当事業年度より「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正指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務書状を作成しております。 
 上記の予想は、本資料の発売日現在において入手可能な情報及び将来の実績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発売日現在における仮定を前提としており
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  



nagao
長方形



nagao
長方形



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 111,261 33,416

受取手形 － 11,553

売掛金 271,434 583,346

商品 509 －

仕掛品 18,527 112,522

貯蔵品 686 735

前渡金 2,842 643

立替金 232 536

前払費用 20,340 2,335

仮払金 － 1,696

未収消費税等 350 6,146

仮払消費税等 35,410 －

未収還付法人税等 － 5,696

その他 1,373 718

貸倒引当金 △3,515 △7,702

流動資産合計 459,455 751,644

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,014 11,193

減価償却累計額 3,251 6,075

建物（純額） 7,867 5,118

車両運搬具 4,457 2,925

減価償却累計額 942 233

車両運搬具（純額） 3,515 2,691

工具、器具及び備品 94,690 153,452

減価償却累計額 51,954 86,132

工具、器具及び備品（純額） 42,735 67,319

有形固定資産合計 51,013 75,130

無形固定資産   

商標権 77 91

ソフトウエア 10,035 12,114

その他 435 435

無形固定資産合計 10,548 12,641

投資その他の資産   

投資有価証券 72,484 74,592

関係会社株式 4,900 14,900

出資金 50 50

破産更生債権等 1,169 1,169



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

長期前払費用 4,913 5,471

長期差入保証金 123,287 123,365

貸倒引当金 △1,169 △6,537

投資その他の資産合計 205,635 237,711

固定資産合計 267,197 325,482

繰延資産   

株式交付費 58 116

社債発行費 2,310 3,176

繰延資産合計 2,368 3,292

資産合計 729,021 1,080,420

負債の部   

流動負債   

買掛金 71,345 103,314

短期借入金 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 36,808 36,986

未払金 6,325 38,368

未払費用 21,185 46,572

未払法人税等 1,989 5,908

前受金 853 1,501

預り金 15 577

仮受消費税等 37,190 －

賞与引当金 6,482 29,893

受注損失引当金 653 －

流動負債合計 182,849 303,121

固定負債   

社債 645,000 645,000

長期借入金 84,928 102,218

長期未払金 2,580 3,171

固定負債合計 732,508 750,389

負債合計 915,357 1,053,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 601,946 601,946

資本剰余金 409,816 409,816

株主資本合計 △177,023 32,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,312 △5,993

評価・換算差額等合計 △9,312 △5,993

純資産合計 △186,336 26,909

負債純資産合計 729,021 1,080,420



（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 715,676

売上原価 537,977

売上総利益 177,698

販売費及び一般管理費 357,222

営業損失（△） △179,523

営業外収益  

受取利息 694

受取配当金 17

賃貸収入 28,143

雑収入 420

営業外収益合計 29,276

営業外費用  

支払利息 2,458

社債利息 6,503

支払保証料 683

株式交付費償却 58

社債発行費償却 866

賃貸収入原価 28,143

雑損失 1,997

営業外費用合計 40,710

経常損失（△） △190,957

特別利益  

賞与引当金戻入額 3,598

貸倒引当金戻入額 9,555

特別利益合計 13,153

特別損失  

固定資産除却損 30,018

特別損失合計 30,018

税引前四半期純損失（△） △207,822

法人税、住民税及び事業税 995

過年度法人税等 1,108

法人税等合計 2,103

四半期純損失（△） △209,926



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △207,822

減価償却費 14,515

株式交付費償却 58

社債発行費償却 866

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,555

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,410

有形固定資産除却損 30,018

子会社清算損益（△は益） 992

受注損失引当金の増減額（△は減少） 653

受取利息及び受取配当金 △712

支払利息 2,458

社債利息 6,503

売上債権の増減額（△は増加） 323,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △93,533

仕入債務の増減額（△は減少） △31,968

その他の流動資産の増減額（△は増加） 54,518

その他の負債の増減額（△は減少） △9,488

小計 135,587

利息及び配当金の受取額 1,218

利息の支払額 △15,464

法人税等の支払額 △224

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,117

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 △1,400

有形固定資産の取得による支出 △18,324

役員に対する長期貸付金による増減額（△は増
加）

24,700

投資有価証券の取得による支出 △1,210

子会社の清算による収入 8,953

差入保証金の回収による収入 1,040

差入保証金の差入による支出 △962

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,795

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 △40,000

長期借入金の返済による支出 △17,468

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,444

現金及び現金同等物の期首残高 32,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 109,261
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