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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 1,477 ― 432 ― 441 ― 230 ―
20年3月期第3四半期 1,101 39.7 139 46.2 150 50.5 80 32.1

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 9,771.64 ―
20年3月期第3四半期 3,509.86 3,478.39

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 2,565 2,195 83.9 92,456.51
20年3月期 2,295 1,998 85.4 84,223.81

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,152百万円 20年3月期  1,960百万円

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 ― ― ― 1,600.00 1,600.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,300.00 2,300.00

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 1,941 21.4 397 50.1 401 45.0 220 38.1 9,307.51

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 ３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 
２．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 有

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  23,648株 20年3月期  23,280株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  366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  23,545株 20年3月期第3四半期  22,949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 1,269,594 331,068

売掛金 578,310 475,627

有価証券 － 1,000,000

仕掛品 21,361 5,701

その他 38,167 40,525

貸倒引当金 △1,982 △1,485

流動資産合計 1,905,451 1,851,437

固定資産   

有形固定資産 25,604 28,414

無形固定資産   

のれん 64,959 70,864

ソフトウエア 492,893 －

その他 2,577 138,083

無形固定資産合計 560,430 208,948

投資その他の資産 74,357 206,914

固定資産合計 660,393 444,277

資産合計 2,565,844 2,295,714

負債の部   

流動負債   

買掛金 76,658 156,277

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 131,786 78,396

賞与引当金 7,311 23,292

その他 51,950 39,333

流動負債合計 367,707 297,300

固定負債   

リース債務 2,459 －

固定負債合計 2,459 －

負債合計 370,167 297,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 716,570 697,250

資本剰余金 914,795 895,475

利益剰余金 597,925 405,102

自己株式 △69,963 －

株主資本合計 2,159,326 1,997,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,754 △37,096

評価・換算差額等合計 △6,754 △37,096

少数株主持分 43,104 37,684

純資産合計 2,195,677 1,998,414

負債純資産合計 2,565,844 2,295,714



（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 1,477,069

売上原価 548,210

売上総利益 928,858

販売費及び一般管理費 496,289

営業利益 432,569

営業外収益  

受取利息 5,337

受取配当金 1,094

助成金収入 4,250

その他 68

営業外収益合計 10,750

営業外費用  

株式交付費 463

支払利息 478

支払手数料 1,374

営業外費用合計 2,316

経常利益 441,003

特別損失  

投資有価証券売却損 6,166

関係会社株式売却損 2,759

特別損失合計 8,926

税金等調整前四半期純利益 432,076

法人税、住民税及び事業税 196,331

法人税等調整額 △8,257

法人税等合計 188,073

少数株主利益 13,931

四半期純利益 230,071



（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利益 432,076

減価償却費 101,336

のれん償却額 5,905

貸倒引当金の増減額（△は減少） 550

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,980

受取利息及び受取配当金 △6,431

投資有価証券売却損益（△は益） 6,166

関係会社株式売却損益（△は益） 2,759

売上債権の増減額（△は増加） △111,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,653

仕入債務の増減額（△は減少） △79,618

未払金の増減額（△は減少） △14,036

その他 15,839

小計 321,363

利息及び配当金の受取額 8,066

利息の支払額 △478

法人税等の支払額 △140,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,154

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,150

無形固定資産の取得による支出 △435,782

投資有価証券の取得による支出 △6,661

投資有価証券の売却による収入 168,040

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△593

その他 1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー △280,419

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

株式の発行による収入 38,362

自己株式の取得による支出 △70,567

配当金の支払額 △36,735

その他 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,474

現金及び現金同等物の期首残高 1,331,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,269,594
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