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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 11,751 △8.9 1,973 39.9 1,762 69.6 1,176 135.6
21年3月期第2四半期 12,906 ― 1,410 ― 1,039 ― 499 ―

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 47.60 ―

21年3月期第2四半期 20.20 ―

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 28,662 3,517 11.5 133.81
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2四半期  3,307百万円 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

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 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 23,013 △6.8 3,132 1.5 2,325 5.7 1,452 8.2 58.73



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４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４ その他をご覧下さい。] 

(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４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４ その他をご覧下さい。] 

(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。 

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2四半期 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2四半期  1,199,389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2四半期 24,722,150株 21年3月期第2四半期 24,727,074株



  

【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２四半期連結累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。純

売上高は 8.9％の減少となりましたが、為替変動の影響を除けば僅か 2.0％の減少にとどまって

おります。世界経済が厳しい環境に直面している中、会社は事業活動の特性から生じる利点を生

かし、また経費削減活動を進めることにより利益を確保することができました。そのような努力

の結果、営業利益率は前年同期の 10.9％から 16.8％へと、5.9％増加いたしました。 

また US ドル安にもかかわらず、営業利益、経常利益はそれぞれ前年同期比 39.9％、69.6％増

と大幅な増加となりました。なかでも四半期純利益は米国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もあり前年同期比 135.6％増となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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 2,222 百万円の減少となりました。なお、現金及び預金の残高は、四半

期純利益の増加により前連結会計年度末と比較し 488 百万円の増加となりました。 

 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 2,165 百万円の減少となりました。 

また、純資産につきましては、56 百万円の減少にとどまりました。 

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 2,108 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 239 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 1,006 百万円となりました。 

以上の結果、当第２四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

486 百万円増加し、5,758 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通期の連結業績予想から修正はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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２四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。 

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２四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。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 5,761 5,273

売掛金 1,840 1,973

商品及び製品 1,570 1,983

原材料及び貯蔵品 1,046 1,023

その他 1,162 1,510

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 11,343 11,724

固定資産   

有形固定資産 3,606 4,022

無形固定資産   

のれん 7,194 8,295

商標 3,449 3,757

その他 1,071 1,169

無形固定資産合計 11,715 13,222

投資その他の資産   

その他 1,999 1,916

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 1,997 1,914

固定資産合計 17,319 19,159

資産合計 28,662 30,884

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,288 1,480

1年内返済予定の長期借入金 947 866

1年以内のリース債務 492 571

未払売上割戻金 1,421 1,591

未払法人税等 796 408

未払費用 1,416 1,763

代理店研修会議費引当金 340 348

その他 709 920

流動負債合計 7,411 7,950

固定負債   

長期借入金 13,633 14,393

長期リース債務 2,491 2,699

退職給付引当金 1,059 1,427

役員退職慰労引当金 41 37

繰延税金負債 － 255

その他 507 548

固定負債合計 17,733 19,360

負債合計 25,145 27,310



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 4,457 3,651

自己株式 △970 △968

株主資本合計 4,782 3,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 5

為替換算調整勘定 △1,480 △612

評価・換算差額等合計 △1,475 △607

新株予約権 209 201

純資産合計 3,517 3,573

負債純資産合計 28,662 30,884



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 12,906 11,751

売上原価 4,745 4,292

売上総利益 8,161 7,459

販売費及び一般管理費 6,751 5,486

営業利益 1,410 1,973

営業外収益   

受取利息 56 15

デリバティブ評価益 35 19

為替差益 7 70

債務勘定整理益 － 52

その他 7 11

営業外収益合計 107 169

営業外費用   

支払利息 383 309

その他 94 71

営業外費用合計 478 380

経常利益 1,039 1,762

特別利益   

退職後医療費給付制度変更戻入益 － 307

特別利益合計 － 307

特別損失   

固定資産除却損 2 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 1,036 2,070

法人税等 537 893

四半期純利益 499 1,176



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,036 2,070

減価償却費 625 818

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △1

受取利息及び受取配当金 △57 △16

支払利息 383 309

為替差損益（△は益） 1 △17

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） △35 △19

売上債権の増減額（△は増加） 51 92

たな卸資産の増減額（△は増加） 26 214

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） 10 △89

未払費用の増減額（△は減少） △118 △218

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） 47 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76 △302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

その他 △25 △193

小計 1,867 2,657

利息及び配当金の受取額 55 12

利息の支払額 △388 △309

法人税等の支払額 △544 △546

法人税等の還付額 336 294

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,326 2,108

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 △386 △86

無形固定資産の取得による支出 △122 △118

従業員に対する貸付けによる支出 △94 △47

従業員に対する貸付金の回収による収入 26 13

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 △577 △239

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 － △394

配当金の支払額 △370 △370

リース債務の返済による支出 △53 △238

自己株式の取得による支出 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △425 △1,006

現金及び現金同等物に係る換算差額 106 △374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 429 486

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 5,129 5,758



（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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