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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,613 △3.8 170 7.8 186 5.1 37 △61.5
21年3月期第2四半期 3,754 ― 158 ― 177 ― 98 ―

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2四半期 18.78 ―
21年3月期第2四半期 47.28 ―

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2四半期 4,243 2,531 59.7 1,266.14
21年3月期 4,416 2,610 59.1 1,282.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,531百万円 21年3月期  2,610百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 35.00 35.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,900 8.2 375 7.8 410 6.8 170 △34.8 81.73
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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  無  

(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、４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 
上記に記載した予想数値は、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項につきましては、４ページ
【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 有
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2四半期 2,080,000株 21年3月期  2,080,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  80,528株 21年3月期  44,328株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 2,017,338株 21年3月期第2四半期 2,079,872株
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当第２四半期連結累計期間（４月～９月）における我が国経済は、在庫調整の一巡や新興国での需要拡大などによ

り、生産や輸出に回復傾向が見られたものの、急激な円高の進行が輸出関連企業に影響を与える懸念が出てきまし

た。また、設備投資は依然として回復することはなく、失業率も上昇の傾向にあり、個人消費も弱い状態が続いてお

ります。また、現在の回復傾向は世界的な経済対策の効果による面が大きく、今後の景気の二番底到来の懸念も払拭

されていない状況であり、大変厳しい環境となっております。 

  この様な経済環境のもと、当社の属するセールスプロモーション市場におきましては、将来の収益環境に対しての

見通しに依然として厳しさが残っていることから、企業の広告宣伝費の予算執行については慎重姿勢が続いてはいま

すが、短期的な企業業績向上効果を期待してセールスプロモーションに対する需要は強く、順調に推移しておりま

す。ただ、クロスメディア化による異業種からの参入や、マス媒体の低迷による大手広告代理店の本格的な市場参入

の動きがあるなかで、中小専門会社間との価格競争の激化など、市場での競争環境の厳しさは一層増してきており、

加えて多様化したプロモーション手法への対応力が求められることから、継続的機能強化と変化対応力が求められる

大変厳しい市場環境となっております。 

  その様な環境のもと、当社グループでは顧客課題解決への対応力を高めるため、売場施策に対する企画力向上と提

案の推進を実施することでＰＯＰ分野の拡大に注力するとともに、顧客のプロモーション商材の選択肢を拡げるため

に積極的に協力会社との関係強化と調達先開拓を行なうことで商品調達力の向上をさせるなど、顧客対応力を高める

ために引き続き基本機能の拡充及び強化に努めました。一方では顧客の囲い込みを目指してＩＴや物流機能を活用し

た提案を積極的に行なうなど、既存顧客に対するシェア拡大を推進しました。また、品質管理部門の人員の拡充を行

ない、更に安全性と品質の高い商品供給体制の構築に努めるなど、顧客満足度を高めることで顧客の信頼獲得と深耕

に注力するとともに、新卒採用した営業人員の大半を主力である東京市場に重点配置し、新規顧客の開拓を行なうこ

とで顧客層の拡大に努めました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、依然として厳しい経済環境のなかで、一部の主要

大口顧客における予算執行縮小の影響を受けましたが、豊富な顧客群を持つ強みを活かし既存顧客へのアプローチを

強化することで、その影響の極小化を図りました。また、顧客の予算執行にも第２四半期から回復の兆しがみられ、

飲料メーカーでの大型キャンペーンの受注や、大型イベントの運営受託などを行なうとともに、主力である製薬業界

の深耕を行なうことで受注拡大を図りました。しかしながら、企業の慎重姿勢が強かった第１四半期の落ち込みを補

うことはできず、売上高は3,613百万円（前年同期比3.8％減）となりました。ただ、受注案件ごとの採算管理を徹底

することで利益率を向上させるとともに、あわせて販売費及び一般管理費の予算執行の厳格化によりコスト削減を行

なった結果、営業利益は170百万円（同7.8％増）、経常利益は186百万円（同5.1％増）となりました。しかしなが

ら、今後も予想される厳しい経済環境のなかにおいて、当社グループの事業環境も変化が激しく、厳しさが続くこと

が予想され、保守的な観点から将来の収益環境について厳しい見積りを実施いたしました。その結果、繰延税金資産

の回収可能性についてスケジューリングが不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を71百万円取り崩し、四半期

純利益は37百万円（同61.5％減）となりました。 

  なお、当社グループではセールスプロモーションの企画及び販売を行なう単一事業分野において営業活動を行なっ

ておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載は行っておりません。 

  

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,633百万円（前連結会計年度末3,733百万円）となり、99

百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が217百万円増加しましたが、現金及び預金が357百万円

減少したためであります。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は609百万円（同682百万円）となり、72百万円減少いたしま

した。主な要因は、繰延税金資産が取り崩しにより69百万円減少したためであります。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,471百万円（同1,572百万円）となり、100百万円減少いた

しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が53百万円、未払法人税等が33百万円減少したためであります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は240百万円（同234百万円）となり、６百万円増加いたしま

した。主な要因は、役員退職慰労引当金が４百万円増加したことと、退職給付引当金が３百万円増加したためであり

ます。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,531百万円（同2,610百万円）となり、78百万円減少いたし

ました。主な要因は、利益処分による配当金の支払が71百万円あったことなどにより、利益剰余金が33百万円減少し

たことと、自己株式が46百万円増加したためであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は986百万円となり、前連結会計年度末と比較して

361百万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは216百万円の減少となりました。主な要因は、売上債権の増加額が217百万円

あったことと、法人税等の支払いによる支出が110百万円あったためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは25百万円の減少となりました。主な要因は、保険積立金の積立による支出が

12百万円あったためであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは119百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払による支出が71百

万円あったことと、自己株式の取得による支出が46百万円あったためであります。 

  

第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高につきましては計画を下回りましたが、利益につきまして

は計画通りの結果となりました。第１四半期は大変厳しいスタートとなりましたが、当第２四半期に回復基調の手応

えが感じられつつあります。今後につきましては東京市場を中心として引合い状況が活性化しており受注拡大も見込

まれておりますが、東京市場以外での拠点につきましては依然として厳しい状況を見込んでおります。また、景気の

先行きにつきましても依然として不安懸念が払拭されておらず、企業の広告宣伝費の予算執行につきましては慎重姿

勢が継続するものと思われます。主力である東京市場での受注拡大の見込みはございますが、これらの状況を鑑みて

平成21年５月15日に公表いたしました通期の業績予想については据え置いております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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

㈱ＣＤＧ(2487)  平成22年３月期 第２四半期決算短信

－4－



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,982,565 2,340,296

受取手形及び売掛金 1,446,597 1,228,727

制作支出金 78,898 64,708

製品 8,929 9,785

原材料 16,272 14,667

繰延税金資産 40,498 43,223

その他 61,396 33,670

貸倒引当金 △1,216 △1,195

流動資産合計 3,633,943 3,733,884

固定資産   

有形固定資産 211,403 222,197

無形固定資産 62,015 72,592

投資その他の資産   

投資有価証券 104,073 96,934

従業員に対する長期貸付金 2,135 3,975

繰延税金資産 36,678 106,621

保険積立金 69,178 56,650

敷金及び保証金 111,109 110,545

その他 21,522 21,589

貸倒引当金 △8,630 △8,630

投資その他の資産合計 336,067 387,687

固定資産合計 609,486 682,477

資産合計 4,243,429 4,416,362
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,194,871 1,248,092

未払法人税等 81,136 114,939

賞与引当金 74,300 74,500

その他 120,708 134,473

流動負債合計 1,471,016 1,572,005

固定負債   

退職給付引当金 87,967 84,158

役員退職慰労引当金 148,315 143,685

その他 4,519 6,397

固定負債合計 240,802 234,240

負債合計 1,711,819 1,806,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 291,000 291,000

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 2,129,661 2,163,022

自己株式 △97,472 △50,913

株主資本合計 2,524,189 2,604,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,420 6,006

評価・換算差額等合計 7,420 6,006

純資産合計 2,531,610 2,610,115

負債純資産合計 4,243,429 4,416,362
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,754,799 3,613,312

売上原価 2,761,270 2,600,522

売上総利益 993,528 1,012,790

販売費及び一般管理費 835,379 842,290

営業利益 158,149 170,499

営業外収益   

受取利息 3,030 3,388

受取配当金 708 306

仕入割引 13,178 10,404

その他 2,531 2,775

営業外収益合計 19,449 16,875

営業外費用   

支払利息 355 259

自己株式取得費用 － 502

その他 125 423

営業外費用合計 481 1,185

経常利益 177,117 186,189

特別利益   

保険解約返戻金 － 285

特別利益合計 － 285

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,695 －

特別損失合計 1,695 －

税金等調整前四半期純利益 175,422 186,474

法人税、住民税及び事業税 78,848 76,885

法人税等調整額 △1,755 71,701

法人税等合計 77,092 148,586

四半期純利益 98,329 37,887
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,809,516 2,112,868

売上原価 1,320,131 1,533,002

売上総利益 489,385 579,866

販売費及び一般管理費 406,244 429,193

営業利益 83,140 150,672

営業外収益   

受取利息 2,155 1,745

受取配当金 13 13

仕入割引 6,759 4,688

その他 2,503 1,579

営業外収益合計 11,432 8,026

営業外費用   

支払利息 247 169

自己株式取得費用 － 211

その他 28 18

営業外費用合計 276 399

経常利益 94,296 158,299

特別利益   

保険解約返戻金 － 43

特別利益合計 － 43

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,695 －

特別損失合計 1,695 －

税金等調整前四半期純利益 92,601 158,342

法人税、住民税及び事業税 60,149 76,288

法人税等調整額 △20,362 58,711

法人税等合計 39,786 135,000

四半期純利益 52,814 23,342
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 175,422 186,474

減価償却費 11,116 11,955

無形固定資産償却費 14,395 15,177

ゴルフ会員権評価損 1,695 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,844 3,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,280 4,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,289 20

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,900 △200

保険解約返戻金 － △285

受取利息及び受取配当金 △3,738 △3,695

支払利息 355 259

売上債権の増減額（△は増加） 50,890 △217,869

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,634 △14,940

仕入債務の増減額（△は減少） 91,811 △53,221

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,362 △30,655

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,920 △14,367

その他 △31 672

小計 366,505 △112,234

利息及び配当金の受取額 3,627 6,047

利息の支払額 △341 △259

法人税等の支払額 △81,663 △110,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,129 △216,694

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 △6,601 △1,161

無形固定資産の取得による支出 △6,575 △4,600

投資有価証券の取得による支出 △36,408 △4,757

関係会社株式の売却による収入 4,000 －

定期預金の預入による支出 △762,101 △996,321

定期預金の払戻による収入 551,056 992,101

保険積立金の積立による支出 △3,262 △12,829

保険積立金の解約による収入 － 568

敷金の回収による収入 135 234

敷金の差入による支出 △433 △798

その他 1,376 2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,815 △25,078

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △18,000 －

自己株式の取得による支出 － △46,559

配当金の支払額 △31,198 △71,248

その他 － △1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,198 △119,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,884 △361,950

現金及び現金同等物の期首残高 1,375,684 1,348,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,355,800 986,244
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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