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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 6,846 7.3 34 ― 45 ― △26 ―
22年3月期第2四半期 6,381 △14.3 △248 ― △241 ― △269 ―

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

23年3月期第2四半期 △2.92 ―
22年3月期第2四半期 △30.67 ―

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

23年3月期第2四半期 9,466 6,202 63.0 677.10
22年3月期 9,358 6,278 64.4 684.32

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  5,961百万円 22年3月期  6,024百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
23年3月期 ― 4.00
23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 14,000 4.9 200 ― 210 ― 110 ― 12.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融 
商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
  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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、主として以下 
 の事項があります。なお。業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
 (1) 当社グループの事業領域を取り巻く経済情勢 
 (2) 当社グループが提供するサービスに対する需要動向 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.１「１．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 9,046,000株 22年3月期 9,046,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q 242,785株 22年3月期 242,648株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,803,268株 22年3月期2Q 8,774,126株



  

  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速 

やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

 ・平成22年11月12日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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(1）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法により算定しております。 

２．特有の会計処理 

 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引前当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、税引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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

３．税金費用の計算  

 税金費用については、従来、年度決算と同様の方法により計算をしておりましたが、四半期連結会計期間の税

引前当期純利益に対する税金費用を平準化させること、及び四半期決算における迅速性に対応するため、第１四

半期連結会計期間より、当連結会計年度の税引前当期純利益（損失）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、税引前四半期純利益（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失が1,663千円増加しております。 

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表 
(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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,986,098 4,526,375

売掛金 2,315,615 2,406,548

仕掛品 120,192 81,356

その他 396,371 509,332

貸倒引当金 △234 △227

流動資産合計 7,818,042 7,523,384

固定資産   

有形固定資産 115,912 113,342

無形固定資産 208,054 233,454

投資その他の資産   

その他 1,331,525 1,494,992

貸倒引当金 △7,419 △6,979

投資その他の資産合計 1,324,106 1,488,013

固定資産合計 1,648,072 1,834,809

資産合計 9,466,114 9,358,193

負債の部   

流動負債   

買掛金 448,653 503,133

短期借入金 20,000 20,000

未払法人税等 60,230 35,280

賞与引当金 492,047 313,653

役員賞与引当金 13,750 2,500

その他の引当金 1,063 56,446

その他 656,404 547,978

流動負債合計 1,692,147 1,478,990

固定負債   

退職給付引当金 1,435,580 1,429,219

役員退職慰労引当金 113,807 146,284

その他 22,111 25,882

固定負債合計 1,571,498 1,601,385

負債合計 3,263,645 3,080,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,233,490

資本剰余金 2,669,438 2,669,438

利益剰余金 1,201,140 1,253,239

自己株式 △116,541 △116,483

株主資本合計 5,987,527 6,039,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,906 △15,404

評価・換算差額等合計 △26,906 △15,404

少数株主持分 241,848 253,538

純資産合計 6,202,469 6,277,818

負債純資産合計 9,466,114 9,358,193

－　2　－
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,380,831 6,846,126

売上原価 5,454,811 5,743,369

売上総利益 926,020 1,102,757

販売費及び一般管理費 1,174,216 1,068,510

営業利益又は営業損失（△） △248,196 34,247

営業外収益   

受取利息 5,203 2,906

受取配当金 2,457 2,440

その他 4,444 7,333

営業外収益合計 12,104 12,679

営業外費用   

支払利息 455 381

減価償却費 － 663

支払手数料 652 －

投資事業組合費用 3,390 －

為替差損 － 575

その他 115 184

営業外費用合計 4,612 1,803

経常利益又は経常損失（△） △240,704 45,123

特別利益   

貸倒引当金戻入額 931 100

株主優待引当金戻入額 － 736

移転補償金 3,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 557

特別利益合計 3,931 1,393

特別損失   

投資有価証券売却損 24,396 －

投資有価証券評価損 － 3,117

事業所移転損失 46,120 2,034

持分変動損失 － 1,924

その他 14,148 775

特別損失合計 84,664 7,850

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（△）

△321,437 38,666

法人税、住民税及び事業税 19,749 －

法人税等調整額 △66,179 －

法人税等 － 48,892

法人税等合計 △46,430 48,892

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △10,226

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,919 15,463

四半期純損失（△） △269,088 △25,689
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

(3)継続企業の前提に関する注記

(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－　4　－
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