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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,262 ― △180 ― △203 ― △190 ―

20年3月期第3四半期 1,803 ― 245 ― 226 ― 88 ―

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3四半期 △6,684.98 ―

20年3月期第3四半期 3,171.61 2,771.31

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3四半期 2,289 2,054 89.7 71,984.23
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3四半期  2,064百万円 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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 1,957 △22.9 △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4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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  28,528株 20年3月期第3四半期  27,877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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,316,017 1,813,909

売掛金 114,076 104,862

仕掛品 103,423 27,285

その他 205,070 151,328

貸倒引当金 △3,177 △3,517

流動資産合計 1,735,411 2,093,869

固定資産   

有形固定資産 50,890 59,720

無形固定資産   

ソフトウエア 289,800 188,056

その他 2,508 1,587

無形固定資産合計 292,308 189,644

投資その他の資産 210,972 214,041

固定資産合計 554,171 463,405

資産合計 2,289,583 2,557,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 115,879 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 14,123 27,282

受注損失引当金 8,869 4,130

関係会社整理損失引当金 9,819 13,979

その他 56,603 111,678

流動負債合計 225,296 261,773

固定負債   

社債 10,000 30,000

固定負債合計 10,000 30,000

負債合計 235,296 291,773



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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 △77,744 112,965

株主資本合計 2,064,633 2,253,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △168 616

繰延ヘッジ損益 － 453

為替換算調整勘定 △10,178 11,028

評価・換算差額等合計 △10,347 12,099

純資産合計 2,054,286 2,265,502

負債純資産合計 2,289,583 2,557,275



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,262,111

売上原価 700,094

売上総利益 562,017

販売費及び一般管理費 742,813

営業損失（△） △180,795

営業外収益  

受取利息 3,257

その他 1,124

営業外収益合計 4,381

営業外費用  

支払利息 604

株式交付費 497

為替差損 659

支払手数料 25,211

営業外費用合計 26,973

経常損失（△） △203,387

特別利益  

貸倒引当金戻入額 317

特別利益合計 317

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（△） △228,418

法人税、住民税及び事業税 18,083

法人税等調整額 △55,792

法人税等合計 △37,709

四半期純損失（△） △190,709



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △228,418

減価償却費 47,921

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） 4,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △317

株式交付費 497

受取利息及び受取配当金 △3,257

支払利息 604

為替差損益（△は益） 14,223

固定資産除却損 348

売上債権の増減額（△は増加） △11,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,137

仕入債務の増減額（△は減少） 39,554

未払又は未収消費税等の増減額 △7,703

その他 △33,507

小計 △232,496

利息及び配当金の受取額 3,257

利息の支払額 △842

法人税等の支払額 △27,120

営業活動によるキャッシュ・フロー △257,202

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 △8,540

定期預金の払戻による収入 2,402

有形固定資産の取得による支出 △12,166

無形固定資産の取得による支出 △138,799

投資有価証券の取得による支出 △25,000

出資金の払込による支出 △5,250

その他 △843

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,197

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 △20,000

株式の発行による収入 1,442

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,887

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △504,029

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 1,157,211
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