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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。 
   なお、平成21年３月期第１四半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の遡及修正後の数値につきましては、 
  ３ページ『株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正』をご覧ください。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 4,224 △6.2 △33 ― △39 ― 17 △92.2

21年3月期第1四半期 4,502 ― △47 ― △58 ― 226 ―

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

22年3月期第1四半期 0.49 0.49
21年3月期第1四半期 621.19 621.19

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

22年3月期第1四半期 16,857 10,652 60.4 283.75
21年3月期 17,398 10,637 58.8 284.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,188百万円 21年3月期  10,223百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

9,000 △3.2 0 ― 0 ― 20 ― 0.56

通期 18,400 △0.3 400 ― 400 ― 200 ― 5.57
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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、７ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想業績数値は、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、多分に不確定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、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第1四半期 37,371,500株 21年3月期  37,371,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,465,368株 21年3月期  1,463,188株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,907,458株 21年3月期第1四半期  364,632株
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※株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 
当社は、平成 21 年 1 月４日付で普通株式１株につき 100 株の割合をもって株式分割を実

施いたしました。当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前

第 1 四半期連結会計期間における１株当たり情報は以下のとおりです。 
 
 21 年３月期第１四半期 
１株当たり四半期純利益 ６円 21 銭   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ６円 21 銭   
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,038,715 2,852,524

受取手形及び売掛金 4,083,741 4,647,768

有価証券 200,000 200,000

商品及び製品 1,524,330 1,419,636

仕掛品 369,400 375,613

繰延税金資産 60,443 60,911

その他 306,856 374,093

返品債権特別勘定 △61,800 △46,700

貸倒引当金 △28,920 △27,862

流動資産合計 9,492,767 9,855,985

固定資産   

有形固定資産 363,810 388,993

無形固定資産   

のれん 2,848,556 2,888,603

商標権 508,859 536,615

ソフトウエア 596,299 591,652

ソフトウエア仮勘定 34,023 48,280

その他 17,819 17,444

無形固定資産合計 4,005,557 4,082,596

投資その他の資産   

投資有価証券 2,274,028 2,408,981

破産更生債権等 96,075 96,075

その他 723,114 663,687

貸倒引当金 △98,237 △98,108

投資その他の資産合計 2,994,981 3,070,635

固定資産合計 7,364,349 7,542,225

資産合計 16,857,116 17,398,210
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,863,095 1,977,883

短期借入金 1,310,000 1,310,000

1年内返済予定の長期借入金 353,428 430,928

未払法人税等 155,719 237,801

賞与引当金 100,421 136,792

返品調整引当金 242,309 219,799

その他 1,155,053 1,338,130

流動負債合計 5,180,027 5,651,335

固定負債   

長期借入金 210,247 259,854

退職給付引当金 695,495 685,035

役員退職慰労引当金 1,864 2,984

その他 117,081 161,088

固定負債合計 1,024,687 1,108,961

負債合計 6,204,715 6,760,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,341,021 5,341,021

資本剰余金 5,544,617 5,544,617

利益剰余金 △460,894 △478,566

自己株式 △417,735 △417,464

株主資本合計 10,007,008 9,989,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 163,723 224,035

為替換算調整勘定 17,493 9,574

評価・換算差額等合計 181,217 233,609

新株予約権 40,827 38,886

少数株主持分 423,347 375,808

純資産合計 10,652,401 10,637,912

負債純資産合計 16,857,116 17,398,210
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,502,725 4,224,332

売上原価 2,920,989 2,738,864

売上総利益 1,581,735 1,485,467

返品調整引当金繰入額 14,606 30,668

差引売上総利益 1,567,129 1,454,798

販売費及び一般管理費 1,614,879 1,487,951

営業損失（△） △47,749 △33,152

営業外収益   

受取利息 4,381 1,624

為替差益 3,689 －

受取保険金 9,761 514

その他 4,450 4,556

営業外収益合計 22,283 6,695

営業外費用   

支払利息 10,015 8,169

持分法による投資損失 20,040 －

為替差損 － 1,536

その他 2,985 3,736

営業外費用合計 33,041 13,442

経常損失（△） △58,507 △39,899

特別利益   

投資有価証券売却益 － 230,200

受取保険金 756,187 －

償却債権取立益 － 12,000

その他 － 1,261

特別利益合計 756,187 243,461

特別損失   

投資有価証券評価損 113,804 20,397

その他 115 175

特別損失合計 113,920 20,572

税金等調整前四半期純利益 583,759 182,989

法人税等 325,440 147,292

少数株主利益 31,814 18,024

四半期純利益 226,504 17,671
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 583,759 182,989

減価償却費 95,789 94,686

商標権償却 27,755 27,755

のれん償却額 47,248 44,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,317 13,271

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,596 △36,371

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,200 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 14,606 22,509

返品債権特別勘定の増減額（△は減少） △1,800 15,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,175 748

受取利息及び受取配当金 △4,685 △2,937

支払利息 10,015 8,169

為替差損益（△は益） △3,835 4,031

持分法による投資損益（△は益） 20,040 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △230,200

投資有価証券評価損益（△は益） 113,804 20,397

受取保険金 △756,187 －

売上債権の増減額（△は増加） 862,160 637,235

たな卸資産の増減額（△は増加） △139,431 △93,511

仕入債務の増減額（△は減少） △97,231 △306,012

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,005 7,812

その他 △46,155 △19,985

小計 625,911 390,197

利息及び配当金の受取額 3,326 3,925

利息の支払額 △15,284 △8,362

保険金の受取額 756,187 －

法人税等の支払額 △155,418 △243,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,214,722 142,463

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 △90,000 －

投資有価証券の取得による支出 △21,000 △149

投資有価証券の売却による収入 － 245,200

子会社株式の取得による支出 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △32,439 △20,269

無形固定資産の取得による支出 △99,574 △57,137

貸付金の回収による収入 － 3,393

貸付けによる支出 △5,000 △26,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 18,165

敷金及び保証金の差入による支出 － △65,124

その他 709 141

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,305 98,220
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,700,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △86,107 △127,107

自己株式の取得による支出 △76,136 △271

その他 △63 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,362,306 △127,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,807 2,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,696 115,639

現金及び現金同等物の期首残高 2,914,682 2,852,524

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 70,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,490,985 3,038,715
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