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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,407 △15.8 △12 ― 17 △84.6 12 △88.3
20年3月期第1四半期 1,670 △10.6 95 △44.4 113 △38.6 108 △40.0

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

21年3月期第1四半期 0.74 ―
20年3月期第1四半期 6.30 ―

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

21年3月期第1四半期 5,395 4,030 74.7 233.30
20年3月期 5,475 4,095 74.8 237.03

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,030百万円 20年3月期  4,095百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 2,750 △3.4 △103 ― △83 ― △93 ― ―
通期 6,150 △1.2 110 140.9 150 117.0 120 174.3 6.94

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）  有  

(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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名
株式会社ヴァイソム、株式会社ディーエイチエ
ス ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,044,715株 20年3月期  18,044,715株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  766,286株 20年3月期  765,486株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  17,278,962株 20年3月期第1四半期  17,281,591株
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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20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,040,407 1,111,254 

受取手形及び売掛金 655,621 706,022 

商品及び製品 252,932 295,061 

原材料 168,757 93,933 

仕掛品 8,717 11,076 

その他 96,415 83,059 

貸倒引当金 △3,777 △6,558 

流動資産合計 2,219,075 2,293,849 

固定資産   

有形固定資産 542,821 547,956 

建物及び構築物（純額） 265,557 274,963 

その他（純額） 277,263 272,992 

無形固定資産 8,940 9,003 

その他 8,940 9,003 

投資その他の資産 2,624,677 2,624,223 

投資有価証券 1,272,033 1,256,653 

敷金及び保証金 1,145,596 1,162,701 

その他 216,121 211,197 

貸倒引当金 △9,074 △6,328 

固定資産合計 3,176,439 3,181,183 

資産合計 5,395,514 5,475,033 

負債の部   

流動負債   

買掛金 303,998 318,883 

未払法人税等 4,954 27,058 

ポイント引当金 20,473 17,583 

その他 404,642 365,089 

流動負債合計 734,068 728,615 

固定負債   

繰延税金負債 51,558 45,437 

退職給付引当金 482,093 499,842 

役員退職慰労引当金 85,015 93,586 

その他 11,800 11,800 

固定負債合計 630,467 650,666 

負債合計 1,364,536 1,379,281 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,727,560 2,727,560 

資本剰余金 1,174,617 1,174,617 

利益剰余金 132,109 205,754 

自己株式 △78,133 △78,037 

株主資本合計 3,956,153 4,029,895 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,824 65,855 

純資産合計 4,030,978 4,095,751 

負債純資産合計 5,395,514 5,475,033 
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（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 1,407,157

売上原価 653,880

売上総利益 753,276

販売費及び一般管理費 765,298

営業損失（△） 12,022

営業外収益  

受取利息 371

受取配当金 24,645

受取手数料 4,257

雑収入 1,269

営業外収益合計 30,543

営業外費用  

雑損失 1,062

営業外費用合計 1,062

経常利益 17,459

特別利益  

貸倒引当金戻入額 150

特別利益合計 150

特別損失  

役員退職慰労金 1,157

減損損失 1,352

特別損失合計 2,510

税金等調整前四半期純利益 15,098

法人税、住民税及び事業税 2,347

法人税等合計 2,347

四半期純利益 12,750
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６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 15,098

減価償却費 15,110

減損損失 1,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,571

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,749

受取利息及び受取配当金 △25,016

売上債権の増減額（△は増加） 44,608

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,337

仕入債務の増減額（△は減少） △14,885

その他 26,402

小計 5,977

利息及び配当金の受取額 25,023

法人税等の支払額 △23,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,987

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 △3,377

投資有価証券の取得による支出 △473

敷金及び保証金の回収による収入 12,628

敷金及び保証金の差入による支出 △163

その他 △955

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,659

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △96

配当金の支払額 △86,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,846

現金及び現金同等物の期首残高 1,111,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,040,407
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