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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,359 9.1 △192 ― △187 ― △520 ―
20年3月期第3四半期 3,997 ― 429 ― 416 ― 196 ―

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3四半期 △9,582.96 ―
20年3月期第3四半期 3,923.71 3,859.28

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3四半期 7,597 6,340 83.0 116,038.54
20年3月期 7,748 7,011 89.6 127,737.45

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,306百万円 20年3月期  6,942百万円

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 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,736 18.9 70 △90.9 80 △89.5 △293 ― △5,391.38

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）  無  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明 
（１）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異なる可能性があります。 
（２）当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適正指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  54,346株 20年3月期  54,346株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  54,346株 20年3月期第3四半期  50,132株







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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,244,679 3,974,396

受取手形及び売掛金 1,217,449 1,067,648

商品及び製品 53,379 －

仕掛品 1,177,700 1,448,661

原材料及び貯蔵品 800 777

繰延税金資産 361,345 255,041

その他 277,052 139,339

貸倒引当金 △4,214 －

流動資産合計 6,328,192 6,885,865

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 173,868 35,975

工具、器具及び備品（純額） 351,273 490,912

土地 136,953 －

その他（純額） 9,623 3,569

有形固定資産合計 671,718 530,457

無形固定資産   

のれん 202,053 42,263

ソフトウエア 66,853 61,762

ソフトウエア仮勘定 2,015 35,784

その他 1,021 458

無形固定資産合計 271,944 140,269

投資その他の資産   

投資有価証券 38,516 －

敷金及び保証金 255,519 183,560

繰延税金資産 20,882 －

その他 11,081 8,389

投資その他の資産合計 326,000 191,950

固定資産合計 1,269,663 862,678

資産合計 7,597,855 7,748,543



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 449,691 147,132

短期借入金 68,348 －

未払法人税等 98,071 275,517

引当金 50,021 44,964

その他 300,572 269,298

流動負債合計 966,706 736,913

固定負債   

社債 250,000 －

その他 40,473 －

固定負債合計 290,473 －

負債合計 1,257,180 736,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195,801 3,195,801

資本剰余金 2,869,656 2,869,656

利益剰余金 261,531 891,019

株主資本合計 6,326,988 6,956,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,463 －

為替換算調整勘定 △18,294 △14,457

評価・換算差額等合計 △20,758 △14,457

少数株主持分 34,444 69,610

純資産合計 6,340,675 7,011,630

負債純資産合計 7,597,855 7,748,543



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,359,767

売上原価 3,043,835

売上総利益 1,315,931

販売費及び一般管理費 1,508,133

営業損失（△） △192,202

営業外収益  

受取利息 11,972

受取配当金 346

その他 8,716

営業外収益合計 21,035

営業外費用  

支払利息 1,630

為替差損 14,961

営業外費用合計 16,592

経常損失（△） △187,758

特別損失  

投資有価証券評価損 7,987

開発中止損 328,907

特別損失合計 336,895

税金等調整前四半期純損失（△） △524,654

法人税、住民税及び事業税 139,538

法人税等調整額 △111,370

法人税等合計 28,167

少数株主損失（△） △32,026

四半期純損失（△） △520,795



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,887,890

売上原価 1,119,885

売上総利益 768,005

販売費及び一般管理費 479,365

営業利益 288,640

営業外収益  

受取利息 3,288

受取配当金 346

その他 2,471

営業外収益合計 6,105

営業外費用  

支払利息 1,623

為替差損 16,552

営業外費用合計 18,175

経常利益 276,570

特別損失  

投資有価証券評価損 7,987

特別損失合計 7,987

税金等調整前四半期純利益 268,582

法人税、住民税及び事業税 86,755

法人税等調整額 △46,638

法人税等合計 40,116

少数株主損失（△） △20,467

四半期純利益 248,933



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △524,654

減価償却費 241,887

開発中止損 328,907

投資有価証券評価損益（△は益） 7,987

売上債権の増減額（△は増加） △106,351

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,647

仕入債務の増減額（△は減少） 291,870

その他 △109,794

小計 107,205

利息及び配当金の受取額 12,321

利息の支払額 △1,630

法人税等の支払額 △363,445

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,549

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 △141,911

定期預金の払戻による収入 600,000

敷金の差入による支出 △52,762

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△232,987

その他 792

投資活動によるキャッシュ・フロー 173,130

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） 46,644

配当金の支払額 △107,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,716

現金及び現金同等物の期首残高 3,374,396

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,244,679














