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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,520 △2.7 250 △55.1 276 △48.9 101 △64.4
20年3月期 4,644 16.7 557 △16.1 540 △19.1 285 △50.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 3,260.62 3,236.54 2.2 5.2 5.5
20年3月期 9,541.85 9,278.69 9.0 13.8 12.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,199 4,698 90.4 150,410.40
20年3月期 5,430 4,597 84.6 147,149.78

（参考） 自己資本   21年3月期  4,698百万円 20年3月期  4,597百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 15 △148 ― 4,084
20年3月期 686 △268 2,549 4,218

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,740 △24.5 0 △100.0 5 △96.1 0 △100.0 ―

通期 3,680 △18.6 110 △56.1 130 △53.0 55 △46.0 1,760.51



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」及び「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,241株 20年3月期 31,241株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,432 △3.5 255 △56.0 281 △50.1 105 △65.0
20年3月期 4,594 15.7 580 △13.5 564 △16.4 302 △46.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 3,383.85 3,358.85
20年3月期 10,085.79 9,807.62

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 5,113 4,709 92.1 150,754.97
20年3月期 5,359 4,604 85.9 147,371.12

（参考） 自己資本 21年3月期  4,709百万円 20年3月期  4,604百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

1,700 △24.9 5 △96.1 10 △92.8 5 △92.1 160.05

通期 3,600 △18.8 115 △54.9 135 △52.0 60 △43.2 1,920.55























４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,218,103 4,084,569

売掛金 696,113 636,323

仕掛品 － 10,703

前払費用 53,056 71,406

繰延税金資産 87,527 62,385

その他 5,856 50,665

貸倒引当金 △81,359 △112,805

流動資産合計 4,979,298 4,803,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 42,301 42,060

減価償却累計額 △7,311 △12,568

建物及び構築物（純額） 34,990 29,492

車両運搬具 2,490 －

減価償却累計額 △1,724 －

車両運搬具（純額） 765 －

工具、器具及び備品 262,082 216,423

減価償却累計額 △162,100 △132,230

工具、器具及び備品（純額） 99,981 84,193

有形固定資産合計 135,737 113,686

無形固定資産   

商標権 － 48,368

ソフトウエア 207,876 123,026

その他 2,245 5,947

無形固定資産合計 210,121 177,342

投資その他の資産   

繰延税金資産 19,445 12,640

差入保証金 86,155 92,675

投資その他の資産合計 105,601 105,316

固定資産合計 451,460 396,345

資産合計 5,430,759 5,199,594



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 220,024 210,745

未払金 120,344 77,572

未払費用 107,291 82,588

未払法人税等 258,952 3,714

未払消費税等 30,170 6,960

その他 96,869 119,041

流動負債合計 833,652 500,623

負債合計 833,652 500,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,566,230 1,566,230

資本剰余金 1,702,392 1,702,392

利益剰余金 1,328,484 1,430,349

株主資本合計 4,597,106 4,698,971

純資産合計 4,597,106 4,698,971

負債純資産合計 5,430,759 5,199,594



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,644,375 4,520,444

売上原価 2,105,423 2,218,653

売上総利益 2,538,951 2,301,791

販売費及び一般管理費 ※1  1,981,252 ※1  2,051,333

営業利益 557,699 250,458

営業外収益   

受取利息 16,108 21,501

その他 3,713 4,749

営業外収益合計 19,821 26,250

営業外費用   

株式交付費 33,905 －

為替差損 － 259

その他 2,896 －

営業外費用合計 36,802 259

経常利益 540,718 276,448

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  5,984

固定資産除却損 ※3  5,237 ※3  45,676

特別損失合計 5,237 51,660

税金等調整前当期純利益 535,481 224,788

法人税、住民税及び事業税 279,124 90,976

法人税等調整額 △29,603 31,946

法人税等合計 249,521 122,923

当期純利益 285,959 101,865



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 274,400 1,566,230

当期変動額   

新株の発行 1,291,830 －

当期変動額合計 1,291,830 －

当期末残高 1,566,230 1,566,230

資本剰余金   

前期末残高 410,562 1,702,392

当期変動額   

新株の発行 1,291,830 －

当期変動額合計 1,291,830 －

当期末残高 1,702,392 1,702,392

利益剰余金   

前期末残高 1,042,524 1,328,484

当期変動額   

当期純利益 285,959 101,865

当期変動額合計 285,959 101,865

当期末残高 1,328,484 1,430,349

株主資本合計   

前期末残高 1,727,486 4,597,106

当期変動額   

新株の発行 2,583,660 －

当期純利益 285,959 101,865

当期変動額合計 2,869,619 101,865

当期末残高 4,597,106 4,698,971

純資産合計   

前期末残高 1,727,486 4,597,106

当期変動額   

新株の発行 2,583,660 －

当期純利益 285,959 101,865

当期変動額合計 2,869,619 101,865

当期末残高 4,597,106 4,698,971



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 535,481 224,788

減価償却費 148,543 136,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,155 31,445

固定資産売却損益（△は益） － 5,984

固定資産除却損 5,237 45,676

為替差損益（△は益） △20 259

受取利息及び受取配当金 △16,108 △21,501

株式交付費 33,905 －

売上債権の増減額（△は増加） △98,064 59,789

たな卸資産の増減額（△は増加） － △10,703

仕入債務の増減額（△は減少） 6,159 △9,278

未払金の増減額（△は減少） 11,925 △35,284

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,528 △23,209

その他の資産の増減額（△は増加） 33,705 △12,235

その他の負債の増減額（△は減少） 76,495 △9,742

小計 764,945 382,823

利息及び配当金の受取額 12,660 18,342

法人税等の支払額 △90,790 △385,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 686,815 15,459

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 △118,625 △85,478

無形固定資産の取得による支出 △165,684 △56,375

差入保証金の増加による支出 △3 △7,000

差入保証金の減少による収入 15,313 －

有形固定資産の売却による収入 － 119

投資活動によるキャッシュ・フロー △268,999 △148,734

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株発行による収入 2,583,660 －

株式交付費の支出 △33,860 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,549,799 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 △259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,967,635 △133,534

現金及び現金同等物の期首残高 1,250,468 4,218,103

現金及び現金同等物の期末残高 4,218,103 4,084,569





















５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,130,892 3,988,445

売掛金 695,956 636,218

仕掛品 － 10,703

前払費用 53,056 71,406

繰延税金資産 60,213 29,037

その他 14,026 58,554

貸倒引当金 △81,359 △112,805

流動資産合計 4,872,786 4,681,561

固定資産   

有形固定資産   

建物付属設備 42,301 42,060

減価償却累計額 △7,311 △12,568

建物付属設備（純額） 34,990 29,492

車両運搬具 3,000 －

減価償却累計額 △2,077 －

車両運搬具（純額） 922 －

工具、器具及び備品 262,082 216,423

減価償却累計額 △162,100 △132,230

工具、器具及び備品（純額） 99,981 84,193

有形固定資産合計 135,894 113,686

無形固定資産   

商標権 － 48,368

ソフトウエア 207,876 123,026

その他 2,245 5,947

無形固定資産合計 210,121 177,342

投資その他の資産   

関係会社株式 35,325 35,325

繰延税金資産 19,445 12,640

差入保証金 86,155 92,675

投資その他の資産合計 140,926 140,641

固定資産合計 486,942 431,670

資産合計 5,359,728 5,113,231



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 220,024 210,745

未払金 120,344 77,572

未払費用 107,291 82,588

未払法人税等 254,723 －

未払消費税等 29,819 6,177

前受収益 5,994 5,461

預り金 17,509 18,238

その他 － 2,712

流動負債合計 755,707 403,496

負債合計 755,707 403,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,566,230 1,566,230

資本剰余金   

資本準備金 1,702,392 1,702,392

資本剰余金合計 1,702,392 1,702,392

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,335,398 1,441,113

利益剰余金合計 1,335,398 1,441,113

株主資本合計 4,604,021 4,709,735

純資産合計 4,604,021 4,709,735

負債純資産合計 5,359,728 5,113,231



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,594,790 4,432,678

売上原価 2,033,096 2,126,213

売上総利益 2,561,693 2,306,464

販売費及び一般管理費 1,981,119 2,051,277

営業利益 580,574 255,187

営業外収益   

受取利息 15,966 21,354

その他 4,311 5,230

営業外収益合計 20,278 26,584

営業外費用   

株式交付費 33,905 －

為替差損 － 259

その他 2,896 －

営業外費用合計 36,802 259

経常利益 564,050 281,512

特別損失   

固定資産売却損 － 5,984

固定資産除却損 5,237 45,676

特別損失合計 5,237 51,660

税引前当期純利益 558,812 229,851

法人税、住民税及び事業税 274,987 86,156

法人税等調整額 △18,435 37,980

法人税等合計 256,551 124,136

当期純利益 302,261 105,714



売上原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 広告事業原価          

１．広告媒体費   1,973,388   2,040,669  

２．その他   45,718   71,889  

広告事業原価   2,019,106 99.3 2,112,559 99.4 

Ⅱ コンサルティング原価          

１．業務委託費   13,990   13,654  

コンサルティング
原価 

  13,990 0.7 13,654 0.6 

売上原価   2,033,096 100.0 2,126,213 100.0 

           



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 274,400 1,566,230

当期変動額   

新株の発行 1,291,830 －

当期変動額合計 1,291,830 －

当期末残高 1,566,230 1,566,230

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 410,562 1,702,392

当期変動額   

新株の発行 1,291,830 －

当期変動額合計 1,291,830 －

当期末残高 1,702,392 1,702,392

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,033,137 1,335,398

当期変動額   

当期純利益 302,261 105,714

当期変動額合計 302,261 105,714

当期末残高 1,335,398 1,441,113

株主資本合計   

前期末残高 1,718,100 4,604,021

当期変動額   

新株の発行 2,583,660 －

当期純利益 302,261 105,714

当期変動額合計 2,885,921 105,714

当期末残高 4,604,021 4,709,735

純資産合計   

前期末残高 1,718,100 4,604,021

当期変動額   

新株の発行 2,583,660 －

当期純利益 302,261 105,714

当期変動額合計 2,885,921 105,714

当期末残高 4,604,021 4,709,735



（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 

  

６．その他 

(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 
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