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（数値データ追加）平成22年７月期 第１四半期決算短信 

 

 

 

平成21年12月15日に発表した標記開示資料について、添付していなかった数値データを追加送信いた

します。 

 

 

以上 



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10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 299,115 212,654

受取手形及び売掛金 276,640 140,236

商品及び製品 102,262 135,583

原材料及び貯蔵品 866 599

繰延税金資産 12,230 9,523

その他 77,218 48,914

貸倒引当金 △2,285 △4,786

流動資産合計 766,048 542,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 107,166 108,922

工具、器具及び備品（純額） 50,607 49,437

土地 288,086 288,086

建設仮勘定 8,366 －

有形固定資産合計 454,225 446,446

無形固定資産   

のれん 143,671 151,653

その他 864 3,088

無形固定資産合計 144,536 154,741

投資その他の資産   

投資有価証券 878,536 956,200

破産更生債権等 1,130,788 1,140,089

繰延税金資産 359 363

差入保証金 254,948 246,574

その他 11,307 12,378

貸倒引当金 △1,120,195 △1,129,410

投資その他の資産合計 1,155,744 1,226,196

固定資産合計 1,754,506 1,827,384

資産合計 2,520,555 2,370,109



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 271,952 93,643

短期借入金 50,000 50,000

関係会社短期借入金 － 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 326,263 370,388

未払金 58,805 75,807

未払法人税等 13,411 16,044

賞与引当金 － 4,198

事業整理損失引当金 94,550 116,138

その他 58,482 41,352

流動負債合計 873,465 1,797,573

固定負債   

長期借入金 180,010 239,195

関係会社長期借入金 1,330,000 －

繰延税金負債 － 24,575

その他 90,666 81,390

固定負債合計 1,600,676 345,160

負債合計 2,474,141 2,142,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,131,494 1,131,494

資本剰余金 250,000 250,000

利益剰余金 △1,146,400 △1,190,900

自己株式 △481 △481

株主資本合計 234,613 190,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △188,838 36,863

評価・換算差額等合計 △188,838 36,863

新株予約権 639 399

純資産合計 46,414 227,375

負債純資産合計 2,520,555 2,370,109



（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 493,883 826,359

売上原価 475,431 647,277

売上総利益 18,451 179,082

販売費及び一般管理費 159,093 137,597

営業利益又は営業損失（△） △140,641 41,484

営業外収益   

受取利息 280 95

違約金収入 3,000 －

雑収入 1,512 1,544

営業外収益合計 4,793 1,639

営業外費用   

支払利息 5,320 10,510

手形売却損 － 1,577

雑損失 2,830 127

営業外費用合計 8,151 12,215

経常利益又は経常損失（△） △143,999 30,909

特別利益   

前期損益修正益 － 11,433

固定資産売却益 － 6,189

投資有価証券売却益 3,060 －

貸倒引当金戻入額 1,162 11,716

その他 － 1,388

特別利益合計 4,223 30,728

特別損失   

前期損益修正損 2,238 3,904

固定資産売却損 － 1,266

たな卸資産評価損 7,581 －

投資有価証券評価損 － 1,542

本社移転費用 － 1,827

その他 112 －

特別損失合計 9,931 8,540

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△149,708 53,096

法人税、住民税及び事業税 2,863 11,118

法人税等調整額 － △2,522

法人税等合計 2,863 8,596

四半期純利益又は四半期純損失（△） △152,572 44,499



（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△149,708 53,096

減価償却費 5,905 14,825

のれん償却額 － 7,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,162 △11,716

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △21,588

受取利息及び受取配当金 △280 △95

支払利息 5,320 10,510

違約金 △3,000 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060 1,542

有形固定資産売却損益（△は益） － △4,923

たな卸資産評価損 7,581 －

売上債権の増減額（△は増加） △895 △138,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,295 33,321

仕入債務の増減額（△は減少） △4,135 178,403

未払金の増減額（△は減少） 46,347 △23,950

その他 △50,288 6,548

小計 △142,082 105,724

利息及び配当金の受取額 246 95

利息の支払額 △3,986 △3,034

法人税等の支払額 △17,592 △15,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,415 87,017

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 18,519 －

定期預金の払戻による収入 87,040 －

有形固定資産の取得による支出 △38,504 △23,806

有形固定資産の売却による収入 － 9,042

投資有価証券の取得による支出 － △174,155

無形固定資産の取得による支出 △350 －

差入保証金の差入による支出 △1,346 △18,273

差入保証金の回収による収入 － 10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,357 △197,193

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） △20,000 －

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 △177,477 △103,310

株式の発行による収入 305,326 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,849 196,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,790 86,461

現金及び現金同等物の期首残高 123,891 212,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 133,682 299,115




