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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） 

 

(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 5,980 △6.1 1,061 30.3 914 40.0 715 111.5
21年3月期第1四半期 6,368 ― 815 ― 653 ― 338 ―

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 28.93 ―

21年3月期第1四半期 13.68 ―

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 29,651 3,550 11.3 135.18
21年3月期 30,884 3,573 10.9 136.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,341百万円 21年3月期  3,372百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

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

12,025 △6.8 1,439 2.1 1,091 5.0 785 57.3 31.75

通期 23,013 △6.8 3,132 1.5 2,325 5.7 1,452 8.2 58.73
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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。 ] 

(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 

  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およ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。なお、業績予想等に関する事項については、３ぺージ【定性的情報・財務諸表等】 
3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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 25,920,000株 21年3月期  25,920,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,197,733株 21年3月期  1,196,205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 24,723,026株 21年3月期第1四半期 24,727,659株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における売上高の減少は、主として為替の影響によるものです。総

売上高は、前年同期比 6.7％の減少となりましたが、為替の影響を除けば 1.9％の減少にとどま

ります。同様に、純売上高は 6.1％の減少となりましたが、為替変動の影響を除けば 1.2％の減

少にとどまります。現在、主たるマーケットにおいて、経済のマイナス成長、失業の増加、不安

定な金融市場、US ドル安、といった様々な問題に直面しているところから売上は減少となりまし

た。しかしながら、このような厳しい環境の中、経費削減及び売上原価の低減に努めた結果、営

業利益率は前年同期の 12.8％から 17.7％へと、4.9％増加いたしました。 

また連結財務諸表の通り、営業利益、経常利益、四半期純利益はそれぞれ前年同期比 30.3％、

40.0％、111.5％の増加となりました。なかでも四半期純利益の大幅な増加は US における退職後

医療費給付制度の変更による特別利益があったことによるものです。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、棚卸資産、売掛債権の減少、のれんの償

却等により前期末に比べ 1,233 百万円の減少となりました。なお、現金及び預金の残高は、配当

金の支払もあり前連結会計年度末とほぼ同額となりました。 

 負債につきましては、退職給付引当金の減少及び US ドル安による影響等もあり前連結会計年

度末に比べ 1,210 百万円の減少となりました。 

また、純資産につきましては、23 百万円の減少となりました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整

前四半期純利益等により 601 百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は、情報システ

ムに関連する無形固定資産の取得のための支出等により 78 百万円となりました。財務活動の結

果使用した資金は、配当金の支払及びリース債務の返済等により 497 百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より

71 百万円減少し、5,200 百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 5 月 19 日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積

高を算定しております。 
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② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。 

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前四

半期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

 

（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 

 該当事項はありません。 

- 4 -



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,201 5,273

売掛金 1,864 1,973

商品及び製品 1,707 1,983

原材料及び貯蔵品 1,007 1,023

その他 1,547 1,510

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 11,290 11,724

固定資産   

有形固定資産 3,817 4,022

無形固定資産   

のれん 7,779 8,295

商標 3,671 3,757

その他 1,160 1,169

無形固定資産合計 12,611 13,222

投資その他の資産   

その他 1,933 1,916

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 1,931 1,914

固定資産合計 18,360 19,159

資産合計 29,651 30,884

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,157 1,480

1年内返済予定の長期借入金 860 866

1年以内のリース債務 523 571

未払売上割戻金 1,485 1,591

未払法人税等 558 408

未払費用 1,431 1,763

代理店研修会議費引当金 324 348

その他 975 920

流動負債合計 7,318 7,950

固定負債   

長期借入金 14,317 14,393

長期リース債務 2,642 2,699

退職給付引当金 1,103 1,427

役員退職慰労引当金 39 37

繰延税金負債 146 255

その他 533 548

固定負債合計 18,782 19,360

負債合計 26,100 27,310
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 3,995 3,651

自己株式 △969 △968

株主資本合計 4,322 3,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 5

為替換算調整勘定 △988 △612

評価・換算差額等合計 △980 △607

新株予約権 208 201

純資産合計 3,550 3,573

負債純資産合計 29,651 30,884
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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：百万円）

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 6,368 5,980

売上原価 2,396 2,184

売上総利益 3,971 3,796

販売費及び一般管理費 3,156 2,735

営業利益 815 1,061

営業外収益   

受取利息 28 7

デリバティブ評価益 34 －

為替差益 － 30

その他 4 4

営業外収益合計 68 43

営業外費用   

支払利息 189 159

その他 41 31

営業外費用合計 230 190

経常利益 653 914

特別利益   

退職後医療費給付制度変更戻入益 － 313

特別利益合計 － 313

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純利益 653 1,227

法人税等 314 512

四半期純利益 338 715
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 653 1,227

減価償却費 297 400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △1

受取利息及び受取配当金 △29 △8

支払利息 189 159

為替差損益（△は益） 1 △4

有形固定資産除売却損益（△は益） － 0

デリバティブ評価損益（△は益） 34 0

売上債権の増減額（△は増加） 8 97

たな卸資産の増減額（△は増加） 103 244

長期前払費用の増減額（△は増加） △0 －

仕入債務の増減額（△は減少） △196 △296

未払費用の増減額（△は減少） △351 △418

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） 58 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 △305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 2

その他 △187 △79

小計 558 997

利息及び配当金の受取額 30 8

利息の支払額 △61 △66

法人税等の支払額 △201 △337

営業活動によるキャッシュ・フロー 325 601

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 △121 △8

無形固定資産の取得による支出 △25 △70

従業員に対する貸付けによる支出 △3 －

長期性預金の預入れによる支出 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △370 △370

リース債務の返済による支出 △26 △125

自己株式の取得による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △397 △497

現金及び現金同等物に係る換算差額 208 △97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15 △71

現金及び現金同等物の期首残高 4,699 5,271

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,684 5,200
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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