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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 2,636 7.0 260 125.2 261 97.5 308 91.3
21年3月期第3四半期 2,462 ― 115 ― 132 ― 161 ―

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3四半期 7,806.30 7,776.76
21年3月期第3四半期 4,081.68 4,066.82

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3四半期 2,056 1,453 70.7 36,731.60
21年3月期 2,193 1,148 52.4 29,091.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,453百万円 21年3月期  1,148百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

250.00 250.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,000 14.7 421 73.5 416 61.4 457 50.9 11,566.98
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期 39,570株 21年3月期  39,485株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 39,489株 21年3月期第3四半期 39,485株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績は様々な原因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の進展や政府の景気対策の効果等により一部では

景気底入れの兆しが見られるものの、企業業績の停滞による設備投資意欲の減退、雇用情勢の悪化による個人消費

の低迷等、デフレ局面にあることなどから景気の二番底懸念も広まるなど、依然として厳しい状況で推移いたしま

した。  

このような経営環境下、当社は『社員一人一人がエンパワーされた「自由、公平、柔軟かつ迅速」な環境の下、

「責任、信頼、改革と結果」を具現化できるグローバルな企業文化を目指す。』というミッションステートメント

に基づき、企業業績を最大化させることに努めて参りました。 

その結果、売上高は2,636百万円（前年同四半期比7.0％増）、営業利益は260百万円（前年同四半期比125.2％

増）、経常利益は261百万円（前年同四半期比97.5％増）、四半期純利益は308百万円（前年同四半期比91.3％増）

となりました。 

  

  

 当第３四半期会計期間末における総資産は2,056百万円と前事業年度末に比べ、137百万円減少いたしました。資

産の主な増減としては、現金及び預金が378百万円減少、棚卸資産39百万円、前渡金120百万円、繰延税金資産46百

万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

 負債合計は602百万円と前事業年度末に比べ、442百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減少119百万

円、短期借入金の減少300百万円によるものであります。 

 純資産は1,453百万円と前事業年度末に比べ、304百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益308百万円

によるものです。自己資本比率は前事業年度末の52.4％から70.7％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は406百万円となり、前事業年

度末に比べ、378百万円減少いたしました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は16百万円となりました。これは主に、税引前四半期利益266百万円、第４四半期会

計期間回収予定の売上債権25百万円の増加があった一方、仕入債務が119百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は68百万円となりました。これは主に、差入保証金の差入21百万円、会員権の取得に

よる支出14百万円及び無形固定資産の取得に18百万円支出したこと等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は292百万円となりました。これは、長期借入金の調達が100百万円があった一方、短

期借入金の返済300百万円、社債の償還76百万円があったことによるものであります。 

  

  

 平成21年11月４日付「平成22年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ（非連結）」にて公表した通期の業績予

想に変更はありません。 

  

  

 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分する方法としております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとしております。安定的な経営基盤の確保と自己

資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を基本方針としております。 

 このような方針に基づき、当期の株主配当金は、一株につき期末配当250円を予定しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 406,034 784,196

売掛金 865,409 840,401

商品及び製品 70,351 31,965

仕掛品 814 －

原材料及び貯蔵品 524 700

前渡金 154,531 33,887

前払費用 15,208 13,371

繰延税金資産 74,799 84,350

未収還付法人税等 18 183

その他 19,631 5,997

貸倒引当金 △69 △1,050

流動資産合計 1,607,254 1,794,004

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,908 19,699

工具、器具及び備品（純額） 163,888 171,346

土地 819 819

有形固定資産合計 178,617 191,865

無形固定資産 55,279 74,797

投資その他の資産 215,298 133,092

固定資産合計 449,195 399,756

資産合計 2,056,449 2,193,760
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,874 192,974

短期借入金 50,000 350,000

1年内償還予定の社債 113,000 93,000

1年内返済予定の長期借入金 34,000 －

未払金 60,809 83,233

未払費用 44,735 31,996

未払法人税等 7,032 5,915

未払消費税等 18,858 29,273

前受金 125 90

預り金 14,470 3,840

前受収益 7,198 9,813

賞与引当金 22,618 45,904

その他 1,469 66

流動負債合計 448,193 846,108

固定負債   

社債 50,500 147,000

長期借入金 49,000 －

退職給付引当金 55,287 51,955

固定負債合計 154,787 198,955

負債合計 602,980 1,045,063

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,000 769,500

資本剰余金 705,550 705,200

利益剰余金 △15,418 △323,681

株主資本合計 1,460,131 1,151,018

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,662 △2,321

評価・換算差額等合計 △6,662 △2,321

純資産合計 1,453,469 1,148,697

負債純資産合計 2,056,449 2,193,760
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,462,991 2,636,287

売上原価 1,551,023 1,515,890

売上総利益 911,968 1,120,396

販売費及び一般管理費 796,216 859,715

営業利益 115,751 260,680

営業外収益   

受取利息 397 93

受取配当金 734 －

為替差益 12,730 4,923

補助金収入 8,372 －

その他 1,064 678

営業外収益合計 23,300 5,694

営業外費用   

支払利息 4,069 3,421

支払保証料 1,854 1,590

その他 870 100

営業外費用合計 6,794 5,112

経常利益 132,257 261,262

特別利益   

関係会社整理損失引当金戻入額 7,016 －

貸倒引当金戻入額 － 980

固定資産売却益 － 7,452

特別利益合計 7,016 8,433

特別損失   

前期損益修正損 － 591

固定資産除却損 － 2,541

投資有価証券評価損 16,653 －

特別損失合計 16,653 3,133

税引前四半期純利益 122,620 266,562

法人税、住民税及び事業税 1,717 1,717

法人税等調整額 △40,261 △43,418

法人税等合計 △38,544 △41,701

四半期純利益 161,165 308,263
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 705,785 803,090

売上原価 440,418 467,979

売上総利益 265,367 335,110

販売費及び一般管理費 260,500 280,919

営業利益 4,867 54,191

営業外収益   

受取利息 14 －

受取配当金 488 －

為替差益 7,779 1,463

補助金収入 4,923 －

その他 86 475

営業外収益合計 13,291 1,938

営業外費用   

支払利息 931 1,217

支払保証料 583 483

その他 418 －

営業外費用合計 1,933 1,700

経常利益 16,225 54,429

特別利益   

関係会社整理損失引当金戻入額 7,016 －

特別利益合計 7,016 －

特別損失   

投資有価証券評価損 11,198 －

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 11,198 0

税引前四半期純利益 12,043 54,429

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等調整額 △9,351 △27,010

法人税等合計 △8,778 △26,437

四半期純利益 20,822 80,867
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 122,620 266,562

減価償却費 76,013 75,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） △511 △980

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,350 △23,285

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,443 3,331

投資有価証券評価損益（△は益） 16,653 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △7,838 －

受取配当金 △734 －

受取利息 △397 △93

支払利息 4,069 3,421

為替差損益（△は益） 581 0

有形固定資産売却損益（△は益） － △7,452

有形固定資産除却損 422 2,541

売上債権の増減額（△は増加） 319,514 △25,007

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,656 △39,024

仕入債務の増減額（△は減少） △212,271 △119,100

その他 △9,637 △140,409

小計 289,920 △3,686

利息及び配当金の受取額 1,131 93

利息の支払額 △3,201 △4,081

法人税等の支払額 △4,772 △8,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,078 △16,543

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 △39,585 △31,551

無形固定資産の取得による支出 △8,226 △18,946

有形固定資産の売却による収入 2,507 12,796

会員権の取得による支出 － △14,700

差入保証金の差入による支出 － △21,100

その他 － 4,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,305 △68,968

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） △171,500 △300,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 － △17,000

社債の償還による支出 △60,000 △76,500

株式の発行による収入 － 850

財務活動によるキャッシュ・フロー △231,500 △292,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △581 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,692 △378,162

現金及び現金同等物の期首残高 536,620 784,196

現金及び現金同等物の四半期末残高 542,312 406,034
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 該当事項はありません。 

  

 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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