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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 488,059 653,729

受取手形及び売掛金 144,209 126,632

リース債権 192,287 194,557

有価証券 10,085 10,085

商品 2,460 2,470

貯蔵品 9,922 10,422

その他 120,359 123,846

貸倒引当金 △14,891 △12,798

流動資産合計 952,491 1,108,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,114,712 4,158,198

土地 1,361,751 1,361,751

その他（純額） 280,354 292,835

有形固定資産合計 5,756,818 5,812,784

無形固定資産 7,896 8,138

投資その他の資産 160,318 192,957

固定資産合計 5,925,033 6,013,882

資産合計 6,877,525 7,122,828
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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   

買掛金 113,486 73,313

短期借入金 1,744,000 1,750,000

1年内返済予定の長期借入金 725,300 777,150

未払法人税等 18,925 5,038

賞与引当金 9,678 29,444

その他 851,421 808,128

流動負債合計 3,462,811 3,443,075

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 972,500 1,115,800

退職給付引当金 151,146 151,655

役員退職慰労引当金 － 51,191

長期預り保証金 972,270 1,003,192

その他 68,623 25,121

固定負債合計 2,664,539 2,846,960

負債合計 6,127,350 6,290,036

純資産の部   

株主資本   

資本金 450,000 450,000

資本剰余金 315,684 315,684

利益剰余金 △112,955 △19,698

自己株式 △32,275 △31,554

株主資本合計 620,453 714,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,437 10,609

評価・換算差額等合計 8,437 10,609

少数株主持分 121,283 107,750

純資産合計 750,174 832,792

負債純資産合計 6,877,525 7,122,828
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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 1,123,585 1,194,762

売上原価 1,216,328 1,179,375

売上総利益又は売上総損失（△） △92,742 15,386

販売費及び一般管理費 112,013 99,322

営業損失（△） △204,755 △83,935

営業外収益   

受取利息 91 198

受取配当金 1,296 1,140

負ののれん償却額 1,544 1,235

その他 715 1,252

営業外収益合計 3,648 3,826

営業外費用   

支払利息 19,057 19,725

社債発行保証料 1,570 1,215

その他 1,576 2,053

営業外費用合計 22,205 22,993

経常損失（△） △223,312 △103,103

特別利益   

前期損益修正益 － 6,662

固定資産売却益 － 324

投資有価証券売却益 － 9,600

役員退職慰労引当金戻入額 316 －

貸倒引当金戻入額 1,136 －

遺贈金収入 － 26,493

その他 － 385

特別利益合計 1,452 43,465

特別損失   

固定資産売却損 36 －

固定資産除却損 1,020 51

保険解約損 2,546 5,783

特別損失合計 3,603 5,834

税金等調整前四半期純損失（△） △225,463 △65,472

法人税、住民税及び事業税 439 15,351

法人税等調整額 △2,686 △4,559

法人税等合計 △2,247 10,792

少数株主利益 414 16,993

四半期純損失（△） △223,629 △93,257
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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損失（△） △225,463 △65,472

減価償却費 71,734 61,125

負ののれん償却額 △1,544 △1,235

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,136 2,093

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,512 △19,766

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,812 △509

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,051 △51,191

受取利息及び受取配当金 △1,387 △1,339

支払利息 19,057 19,725

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,600

保険解約損益（△は益） 2,546 5,783

遺贈金収入 － △26,493

固定資産除売却損益（△は益） 1,057 △273

売上債権の増減額（△は増加） 8,965 △15,306

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,116 509

未収入金の増減額（△は増加） 37,801 69,176

仕入債務の増減額（△は減少） 20,523 40,172

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,730 6,293

前渡金の増減額（△は増加） △97,802 －

前受金の増減額（△は減少） △102,451 △187,444

その他 △10,027 △1,705

小計 △336,657 △175,456

利息及び配当金の受取額 1,558 1,474

利息の支払額 △17,740 △16,789

遺贈金の受取額 － 26,493

法人税等の支払額 △1,926 △2,464

営業活動によるキャッシュ・フロー △354,765 △166,742

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 19,917 29,684

有形固定資産の取得による支出 △53,944 △5,630

有形固定資産の売却による収入 580 992

無形固定資産の取得による支出 △500 －

投資有価証券の売却による収入 － 21,956

貸付けによる支出 △1,300 －

貸付金の回収による収入 329 218

保険積立金の解約による収入 5,014 205

土地の売却による手付金収入 － 200,000

その他 △4,432 △10,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,336 236,807
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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） 194,000 △6,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △136,220 △195,150

リース債務の返済による支出 － △1,249

配当金の支払額 △13,639 △705

少数株主への配当金の支払額 △1,300 △1,225

その他 △2,683 △1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー 340,156 △206,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,944 △135,985

現金及び現金同等物の期首残高 503,455 554,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 454,510 418,059
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