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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,356 23,314

受取手形及び売掛金 51,937 77,984

その他 6,983 9,612

貸倒引当金 △1,557 △1,069

流動資産合計 78,720 109,841

固定資産   

有形固定資産 1,577 321

投資その他の資産   

その他 5,980 5,944

貸倒引当金 △1,310 △1,201

投資その他の資産合計 4,670 4,743

固定資産合計 6,248 5,064

資産合計 84,968 114,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,202 31,370

未払金 33,208 31,874

未払法人税等 237 1,194

賞与引当金 1,399 1,200

事業整理損失引当金 2,029 2,029

その他 11,521 20,065

流動負債合計 74,599 87,734

固定負債   

資産除去債務 1,620 －

その他 541 －

固定負債合計 2,161 －

負債合計 76,761 87,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

利益剰余金 △98,701 △79,737

株主資本合計 1,298 20,262

新株予約権 6,909 6,909

純資産合計 8,207 27,171

負債純資産合計 84,968 114,906
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 138,304 133,839

売上原価 99,675 77,106

売上総利益 38,628 56,733

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 7,841 4,960

その他の人件費 7,423 34,550

その他 21,336 35,670

販売費及び一般管理費合計 36,602 75,181

営業利益又は営業損失（△） 2,026 △18,448

営業外収益   

受取利息 17 0

受取賃貸料 921 －

雑収入 1,058 0

営業外収益合計 1,998 0

営業外費用   

雑損失 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益又は経常損失（△） 4,024 △18,448

特別利益   

前期損益修正益 832 －

賞与引当金戻入額 － 500

貸倒引当金戻入額 － 6

事業整理損失引当金戻入額 420 －

その他 200 －

特別利益合計 1,452 506

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 243

事務所移転費用 359 －

特別損失合計 359 243

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 5,117 △18,184

法人税、住民税及び事業税 475 237

法人税等調整額 － 541

法人税等合計 475 779

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,642 △18,964
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

5,117 △18,184

減価償却費 4 121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 485 596

賞与引当金の増減額（△は減少） 600 199

引当金の増減額（△は減少） △961 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △3,348 －

受取利息及び受取配当金 △17 △0

売上債権の増減額（△は増加） △1,689 26,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △33 11

仕入債務の増減額（△は減少） △1,858 △5,168

未払金の増減額（△は減少） 334 1,334

未払費用の増減額（△は減少） － △3,471

差入保証金の増減額（△は増加） 350 －

前払費用の増減額（△は増加） △2,774 451

未収入金の増減額（△は増加） 8 1,575

未払消費税等の増減額（△は減少） － △5,149

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,106 －

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△3,232 －

その他 △2,928 874

小計 △6,837 △763

利息及び配当金の受取額 － 0

法人税等の支払額 △1,027 △1,194

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,864 △1,957

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 △139 －

投資有価証券の売却による収入 5,200 －

差入保証金の差入による支出 △54 －

差入保証金の回収による収入 787 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,792 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,072 △1,957

現金及び現金同等物の期首残高 11,597 23,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,525 21,356
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