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平成 21 年９月３日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ド ン ・ キ ホ ー テ

代 表 者 名 代表取締役社長 兼 COO 成沢 潤治

コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部

本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台二丁目 19 番 10 号

情報開示責任者 専務取締役 兼 CFO 髙橋 光夫

電 話 番 号 03-5725-7588（直通） 

 

（修正・数値データ修正あり） 

修正後発事象の発生に伴う「平成 21 年６月期 決算短信」の一部修正について 

 

平成 21 年８月 18 日に発表いたしました「平成 21年６月期 決算短信」の記載内容について、一部に修正

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、修正箇所には下線「 ＿＿ 」を付して表示しております。また、修正後の数値データについても併

せて添付しております。 

 

記 

１．修正理由 

決算短信発表後の有価証券報告書作成の過程で、修正後発事象として、退職給付制度廃止に伴い、年金受

給者に対する一時金の支払いが確定いたしましたので、決算短信を修正いたします。 

（経緯） 

連結子会社㈱長崎屋が平成 21 年 3 月 31 日付で退職給付制度の廃止及び適格退職年金の解散を実施した

ことに伴い、年金受給者52名に対し、年金に代わり一時金受取りの同意を取り付ける必要性が生じました。

この作業は、年金受給者 52 名全員に対して経緯の説明をし、一時金受取りの同意を 52 名全員から取り付

けなければならないため、相当の期間を要するものと予想しておりました。しかしながら、誠意をもって

交渉した結果、当初の予想期間を上回って早期に妥結し、有価証券報告書の作成過程で年金受給者に対す

る一時金の支払いが確定したため、修正後発事象として、本件に係る決算短信項目を修正いたします。 

なお、当初の年金支給債務額は 682 百万円でしたが、今般の年金受給者に対する一時金の支払債務が 453

百万円に確定したことにより、支払債務は大幅な減額となっております。 

  また、平成 22 年６月期における連結業績予想については、既公表予想どおり変更はありません。 

 

２．修正内容 

連結決算において、流動負債「その他」及び「退職給付制度終了益」に、453 百万円をそれぞれ追加計上及

び減額いたしました。 
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（百万円未満四捨五入） 

1．21 年 6 月期の連結業績（平成 20 年 7月 1日～平成 21 年 6月 30 日）（１ページ） 

 
（修正前） 
 
(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 6 月期 
20 年 6 月期 

480,856
404,924

18.8 
34.7 

17,172
15,981

7.5
17.6

15,989
17,204

△7.1 
9.1 

9,007
9,303

△3.2
△12.6

 

 
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 6 月期 
20 年 6 月期 

130.24 
130.78 

130.24
122.00

10.5
11.3

5.6 
7.1 

3.6
3.9

(参考) 持分法投資損益      21 年 6月期 △18 百万円  20 年 6 月期 △160 百万円 
 
(2)連結財政状態 
 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 6 月期 
20 年 6 月期 

297,527 
276,288 

90,425
84,625

30.0 
30.0 

1,290.70
1,200.46

(参考) 自己資本       21 年 6 月期 89,292 百万円  20 年 6 月期 82,934 百万円 

 

（修正後） 
 
(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 6 月期 
20 年 6 月期 

480,856
404,924

18.8 
34.7 

17,172
15,981

7.5
17.6

15,989
17,204

△7.1 
9.1 

8,554
9,303

△8.1
△12.6

 

 
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 6 月期 
20 年 6 月期 

123.69 
130.78 

123.69
122.00

10.0
11.3

5.6 
7.1 

3.6
3.9

(参考) 持分法投資損益      21 年 6月期 △18 百万円  20 年 6 月期 △160 百万円 
 
(2)連結財政状態 
 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 6 月期 
20 年 6 月期 

297,527 
276,288 

89,972
84,625

29.9 
30.0 

1,284.15
1,200.46

(参考) 自己資本       21 年 6 月期 88,839 百万円  20 年 6 月期 82,934 百万円 
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2．配当の状況（１ページ） 
 
（修正前） 
 

 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 

配当金総額 

(年間) 

配当性向

（連結）

純資産 

配当率 

（連結）

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

20 年 6 月期 
21 年 6 月期 

― 
― 

10.00 
10.00 

― 
― 

12.00
13.00

22.00
23.00

1,548 
1,591 

16.8
17.7

1.9
1.8

22 年 6 月期 
（予想） 

― 10.00 ― 13.00 23.00  15.9

 
（修正後） 
 

 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 

配当金総額 

(年間) 

配当性向

（連結）

純資産 

配当率 

（連結）

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

20 年 6 月期 
21 年 6 月期 

― 
― 

10.00 
10.00 

― 
― 

12.00
13.00

22.00
23.00

1,548 
1,591 

16.8
18.6

1.9
1.9

22 年 6 月期 
（予想） 

― 10.00 ― 13.00 23.00  15.9

 
 
3．22 年 6 月期の連結業績予想（平成 21 年 7 月 1日～平成 22年 6 月 30 日） 
 
（修正前） 

（％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 248,000 1.6 8,500 2.5 8,400 31.6 4,500 117.6 65.05

通期 497,000 3.4 18,000 4.8 17,800 11.3 10,000 11.0 144.55

 

（修正後） 
（％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 248,000 1.6 8,500 2.5 8,400 31.6 4,500 117.6 65.05

通期 497,000 3.4 18,000 4.8 17,800 11.3 10,000 16.9 144.55
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況（３ページ） 

 
（修正前） 

（略） 

これらの結果、当連結会計年度におきましては、 

売上高 4,808 億 56 百万円（前年同期比  18.8％増） 

営業利益 171 億 72 百万円（前年同期比  7.5％増） 

経常利益 159 億 89 百万円（前年同期比   7.1％減） 

当期純利益 90 億７百万円（前年同期比   3.2％減） 

と引き続き、増収及び営業増益を達成することができました。 

【当期の連結業績概況】 

 （単位：百万円未満四捨五入） 

  平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 増減額 増減率（％） 

  売上高 404,924 480,856 75,932 18.8

  営業利益 15,981 17,172 1,191 7.5

  経常利益 17,204 15,989 △1,215 △7.1

  当期純利益 9,303 9,007 △296 △3.2

（略） 

 
（修正後） 

（略） 

これらの結果、当連結会計年度におきましては、 

売上高 4,808 億 56 百万円（前年同期比  18.8％増） 

営業利益 171 億 72 百万円（前年同期比  7.5％増） 

経常利益 159 億 89 百万円（前年同期比   7.1％減） 

当期純利益 85 億 54 百万円（前年同期比   8.1％減） 

と引き続き、増収及び営業増益を達成することができました。 

【当期の連結業績概況】 

 （単位：百万円未満四捨五入） 

  平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 増減額 増減率（％） 

  売上高 404,924 480,856 75,932 18.8

  営業利益 15,981 17,172 1,191 7.5

  経常利益 17,204 15,989 △1,215 △7.1

  当期純利益 9,303 8,554 △749 △8.1

（略） 
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③次期（30 期）の見通し（５ページ） 

 
（修正前） 

（略） 

以上により、次期の見通しにつきましては、 

売上高 4,970 億 00 百万円（前年同期比 3.4％増）  

営業利益 180 億 00 百万円（前年同期比 4.8％増）  

経常利益 178 億 00 百万円（前年同期比 11.3％増）  

当期純利益 100 億 00 百万円（前年同期比 11.0％増）  

を見込んでおります。 
（略） 

 

（修正後） 
（略） 

以上により、次期の見通しにつきましては、 

売上高 4,970 億 00 百万円（前年同期比 3.4％増）  

営業利益 180 億 00 百万円（前年同期比 4.8％増）  

経常利益 178 億 00 百万円（前年同期比 11.3％増）  

当期純利益 100 億 00 百万円（前年同期比 16.9％増）  

を見込んでおります。 
（略） 
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(2）財政状態に関する分析（６ページ） 
 
（修正前） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

  平成 20 年６月期 平成 21 年６月期  増減額  

（略）  

 負債合計 191,663 207,102 15,439

 純資産合計 84,625 90,425 5,800

（略）  

（略） 

負債につきましては、前期末と比較して 154 億 39 百万円増加して、2,071 億 2 百万円となりました。これは主として、

資金調達のため、借入金が 94 億 34 百万円、社債が 43 億 38 百万円増加したことによります。 

純資産につきましては、利益の増加を反映して、前期末と比較し、58 億円増加して、904 億 25 百万円となりました。 

（略） 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 17 年６月期 平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期

自己資本比率（％） 34.7 43.3 39.2 30.0 30.0

（略）  

 
（修正後） 

（単位：百万円未満四捨五入） 

  平成 20 年６月期 平成 21 年６月期  増減額  

（略）  

 負債合計 191,663 207,555 15,892

 純資産合計 84,625 89,972 5,347

（略）  

（略） 

負債につきましては、前期末と比較して 158 億 92 百万円増加して、2,075 億 55 百万円となりました。これは主とし

て、資金調達のため、借入金が 94 億 34 百万円、社債が 43 億 38 百万円増加したことによります。 

純資産につきましては、利益の増加を反映して、前期末と比較し、53 億 47 百万円増加して、899 億 72 百万円となり

ました。 

（略） 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 17 年６月期 平成 18 年６月期 平成 19 年６月期 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期

自己資本比率（％） 34.7 43.3 39.2 30.0 29.9

（略）  
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表（13 ページ） 

（修正前） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度      
(平成 20 年６月 30 日) (平成 21 年６月 30 日) 

   （略）     
負債の部     

  流動負債     

    （略） 

    その他 ※3, ※2 8,651 ※3, ※2 9,009

    流動負債合計 72,975 110,430

   （略）     

  負債合計 191,663 207,102

純資産の部     
  株主資本     

    （略） 

    利益剰余金 58,777 66,259

    （略） 

    株主資本合計 84,899 92,549

   （略）     

  純資産合計 84,625 90,425

負債純資産合計 276,288 297,527

 

（修正後） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度      
(平成 20 年６月 30 日) (平成 21 年６月 30 日) 

   （略）     
負債の部     

  流動負債     

    （略） 

    その他 ※3, ※2 8,651 ※3, ※2 9,462

    流動負債合計 72,975 110,883

    （略） 

  負債合計 191,663 207,555

純資産の部     
  株主資本     

    （略） 

    利益剰余金 58,777 65,806

    （略） 

    株主資本合計 84,899 92,096

    （略） 

  純資産合計 84,625 89,972

負債純資産合計 276,288 297,527
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（２）連結損益計算書（15 ページ） 

（修正前） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 
(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日    

至 平成 20 年６月 30 日) 至 平成 21 年６月 30 日) 

 （略） 
特別利益     

  （略） 

  退職給付制度終了益 － 2,009

  （略） 

  特別利益合計 2,310 2,660

  （略） 

税金等調整前当期純利益 16,640 14,667

 （略） 

当期純利益 9,303 9,007

 

（修正後） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 
(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日    

至 平成 20 年６月 30 日) 至 平成 21 年６月 30 日) 

  （略） 
特別利益     

  （略） 

  退職給付制度終了益 － 1,556

  （略） 

  特別利益合計 2,310 2,207

  （略） 

税金等調整前当期純利益 16,640 14,214

  （略） 

当期純利益 9,303 8,554
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（３）連結株主資本等変動計算書（16 ページ） 

（修正前） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日     

 至 平成 20 年６月 30 日)  至 平成 21 年６月 30 日)
株主資本     
      （略） 

  利益剰余金     

    前期末残高 50,911 58,777

    当期変動額     

      （略） 

      当期純利益 9,303 9,007

      （略） 

      当期変動額合計 7,866 7,482

    当期末残高 58,777 66,259

      （略） 
  株主資本合計     

    前期末残高 81,717 84,899

    当期変動額     

      （略） 

      当期純利益 9,303 9,007

      （略） 

      当期変動額合計 3,182 7,650

    当期末残高 84,899 92,549

      （略） 
純資産合計     

  前期末残高 82,470 84,625

  当期変動額     

      （略） 

    当期純利益 9,303 9,007

      （略） 

    当期変動額合計 2,155 5,800

  当期末残高 84,625 90,425

 

（修正後） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日     

 至 平成 20 年６月 30 日)  至 平成 21 年６月 30 日)
株主資本     
      （略） 

  利益剰余金     

    前期末残高 50,911 58,777

    当期変動額     

      （略） 

      当期純利益 9,303 8,554

      （略） 

      当期変動額合計 7,866 7,029

    当期末残高 58,777 65,806

      （略） 
  株主資本合計     

    前期末残高 81,717 84,899

    当期変動額     

      （略） 

      当期純利益 9,303 8,554
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      （略） 

      当期変動額合計 3,182 7,197

    当期末残高 84,899 92,096

      （略） 
純資産合計     

  前期末残高 82,470 84,625

  当期変動額     

      （略） 

    当期純利益 9,303 8,554

      （略） 

    当期変動額合計 2,155 5,347

  当期末残高 84,625 89,972

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書（18 ページ） 

（修正前） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日   

至 平成 20 年６月 30 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     
  税金等調整前当期純利益 16,640 14,667

  （略） 

  その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,332 607

（略） 

（修正後） 
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 (自 平成 20 年７月１日   

至 平成 20 年６月 30 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     
  税金等調整前当期純利益 16,640 14,214

  （略） 

  その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,332 1,060

（略） 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（24 ページ） 

（修正前） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日） 

（略）   

（4）重要な引当金の 

計上基準 
（略） （略） 

   （追加情報） 

連結子会社㈱長崎屋及びその他

連結子会社２社は平成 21年３月 31

日をもって退職金制度を廃止いた

しました。退職金制度の廃止に伴う

影響額は、特別利益として 2,009 百

万円計上されております。なお、当

該退職金の未払額は確定している

ため、「長期未払金」として表示し

ております。 

 

（修正後） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日） 

（略）   

（4）重要な引当金の 

計上基準 
（略） （略） 

   （追加情報） 

連結子会社㈱長崎屋及びその他

連結子会社２社は平成 21年３月 31

日をもって退職金制度を廃止いた

しました。退職金制度の廃止に伴う

影響額は、特別利益として 1,556 百

万円計上されております。なお、当

該退職金の未払額は確定している

ため、「未払金」及び「長期未払金」

として流動負債「その他」及び固定

負債「その他」にそれぞれ含めて表

示しております。 
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注記事項 

（退職給付関係）（38 ページ） 

 

（修正前） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  連結子会社㈱長崎屋とその子会社１社の退職給付制度は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制

度を採用しておりましたが、平成 21 年３月 31 日付で適格退職年金制度を廃止いたしました。なお、退職給付制度の廃止

に伴い、退職給付債務が確定したため、退職給付引当金を取り崩し、長期未払金 2,487 百万円を計上しております。 

また、他の一部の国内連結子会社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 

 ２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（平成 20 年６月 30 日）

当連結会計年度 

（平成 21 年６月 30 日）

 (1)退職給付債務 6,407 2,907

 (2)年金資産 △946 －

 (3)未積立退職給付債務（1）+（2） 5,462 2,907

 (4)会計基準変更時差異の未処理額 － －

 (5)未認識数理計算上の差異 226 52

 (6)未認識過去勤務債務（債務の減額） － －

 (7)連結貸借対照表上額純額（3）+（4）+（5）+（6） 5,687 2,959

 (8)前払年金費用 － －

 (9)長期未払金 － 2,487

(10)退職給付引当金（7）-（8）- (9)  5,687 472

（略） 

（修正後） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  連結子会社㈱長崎屋とその他連結子会社２社の退職給付制度は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職

年金制度を採用しておりましたが、平成 21 年３月 31 日付で退職給付制度を廃止いたしました。なお、退職給付制度の廃

止に伴い、退職給付債務が確定したため、退職給付引当金を取り崩し、未払金 453 百万円及び長期未払金 2,487 百万円を

計上しております。 

また、他の一部の国内連結子会社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 

 ２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（平成 20 年６月 30 日）

当連結会計年度 

（平成 21 年６月 30 日）

 (1)退職給付債務 6,407 420

 (2)年金資産 △946 －

 (3)未積立退職給付債務（1）+（2） 5,462 420

 (4)会計基準変更時差異の未処理額 － －

 (5)未認識数理計算上の差異 226 52

 (6)未認識過去勤務債務（債務の減額） － －

 (7)連結貸借対照表上額純額（3）+（4）+（5）+（6） 5,687 472

 (8)前払年金費用 － －

 (9)退職給付引当金（7）-（8） 5,687 472

（略） 
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（税効果会計関係）（45 ページ） 

 

（修正前） 

前連結会計年度 
（平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 年６月 30 日） 

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳 

（略）     
（１）流動の部 (単位:百万円)

（繰延税金資産）   

（略）  

その他 650 

繰延税金資産小計 3,807 

評価性引当額 △2,330 

繰延税金資産合計 1,477 

    
（略）   

   
（２）固定の部  

（繰延税金資産）  

（略）  

退職給付引当金 1,201 

その他 675 

繰延税金資産小計 8,304 

（略） 
 

 
 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
     

法定実効税率（調整）  40.5% 
住民税均等割等 3.9 
評価性引当額 △5.7 
のれんの減損 1.3 
のれん認定損 △2.1 
負ののれん償却額 △2.4 
その他 0.9 
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

36.4% 
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（修正後） 

前連結会計年度 
（平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 年６月 30 日） 

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳 

（略）     
（１）流動の部 (単位:百万円)

（繰延税金資産）   

（略） 
 

その他 833 

繰延税金資産小計 3,990 

評価性引当額 △2,513 

繰延税金資産合計 1,477 

（略） 
  

（２）固定の部  
（繰延税金資産）  

（略）  

長期未払金 1,010 

その他 866 

繰延税金資産小計 8,304 

（略） 
 

 
 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
     

法定実効税率（調整）  40.5% 
住民税均等割等 4.0 
評価性引当額 △4.6 
のれんの減損 1.4 
のれん認定損 △2.2 
負ののれん償却額 △2.4 
その他 0.9 
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

37.6% 
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（１株当たり情報）（52 ページ） 

 

（修正前） 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日） 

１株当たり純資産額 1,200 円 46 銭 １株当たり純資産額 1,290 円 70 銭 

１株当たり当期純利益 130 円 78 銭 １株当たり当期純利益 130 円 24 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 122 円 00 銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 130 円 24 銭 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 9,303 9,007

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,303 9,007

（略） 

 

（修正後） 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日） 

１株当たり純資産額 1,200 円 46 銭 １株当たり純資産額 1,284 円 15 銭 

１株当たり当期純利益 130 円 78 銭 １株当たり当期純利益 123 円 69 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 122 円 00 銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 123 円 69 銭 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  
前連結会計年度 

(自 平成 19 年７月１日 
至 平成 20 年６月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20 年７月１日 
至 平成 21 年６月 30 日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 9,303 8,554

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,303 8,554

（略） 

 

以上 
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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 480,856 18.8 17,172 7.5 15,989 △7.1 8,554 △8.1
20年6月期 404,924 34.7 15,981 17.6 17,204 9.1 9,303 △12.6

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6月期 123.69 123.69 10.0 5.6 3.6
20年6月期 130.78 122.00 11.3 7.1 3.9

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  △18百万円 20年6月期  △160百万円

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6月期 297,527 89,972 29.9 1,284.15
20年6月期 276,288 84,625 30.0 1,200.46

（参考） 自己資本   21年6月期  88,839百万円 20年6月期  82,934百万円

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6月期 19,513 △29,855 14,316 42,040
20年6月期 7,788 △38,960 31,368 38,086

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6月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 1,548 16.8 1.9
21年6月期 ― 10.00 ― 13.00 23.00 1,591 18.6 1.9
22年6月期 

（予想）
― 10.00 ― 13.00 23.00 15.9

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

248,000 1.6 8,500 2.5 8,400 31.6 4,500 117.6 65.05

通期 497,000 3.4 18,000 4.8 17,800 11.3 10,000 16.9 144.55



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  

連結及び持分法の適用範囲の異動、その他の連結範囲の異動については、21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」をご覧く
ださい。 

(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） 

詳細は、26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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、52ページ「１株当たり情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期 72,022,209株 20年6月期 72,022,209株
② 期末自己株式数 21年6月期  2,840,970株 20年6月期  2,936,729株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 307,997 5.9 14,565 △1.4 13,748 △10.8 7,378 △15.2
20年6月期 290,779 6.5 14,769 12.6 15,420 3.4 8,701 △15.0

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6月期 106.68 106.68
20年6月期 122.32 114.10

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6月期 264,198 87,619 33.2 1,266.52
20年6月期 232,840 82,471 35.4 1,193.75

（参考） 自己資本 21年6月期  87,619百万円 20年6月期  82,471百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
この資料に掲載されている次期及び将来に関する記述は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、
リスクや不確実性を含んでおります。よって、実際の業績は様々な要因により、記述されている業績予想とは大きく異なる可能性もあります。 
実際の業績に影響を与え得る重要な要因には、当社及び当社グループの事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 
上記予想に関する事項については、５ページをご参照ください。 


