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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30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 ％

21年6月期第1四半期 283 ― 18 ― 18 ― 9 ―

20年6月期第1四半期 234 △12.8 5 △69.4 6 △66.7 3 △67.7

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6月期第1四半期 398.86 ―

20年6月期第1四半期 130.29 130.29

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6月期第1四半期 763 627 80.5 25,342.95
20年6月期 720 621 84.8 25,194.09

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  615百万円 20年6月期  611百万円

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6月期 ― ― ― 250.00 250.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 250.00 250.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 450 ― 30 ― 30 ― 14 ― 578.51
通期 1,000 7.4 70 70.7 70 62.8 32 63.8 1,349.87

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  有  

〔（注）詳細は、２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、２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 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6月期第1四半期  24,660株 20年6月期  24,660株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  391株 20年6月期  391株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  24,269株 20年6月期第1四半期  24,575株

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「四半期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用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
上記に記載した業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  





５．四半期財務諸表 
（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20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 419,068 435,337 
売掛金 253,031 191,545 
その他 18,171 19,796 

流動資産合計 690,272 646,678 

固定資産   
有形固定資産   

建物（純額） ※1  2,653 ※1  2,754 

工具、器具及び備品（純額） ※1  9,875 ※1  10,788 

有形固定資産合計 12,528 13,542 

無形固定資産   
ソフトウエア 4,550 4,257 
その他 787 787 

無形固定資産合計 5,338 5,045 

投資その他の資産   
繰延税金資産 13,632 13,632 
差入保証金 29,693 29,693 
会員権 12,023 12,023 
その他 189 207 

投資その他の資産合計 55,539 55,557 

固定資産合計 73,406 74,145 

資産合計 763,678 720,824 

負債の部   
流動負債   

買掛金 20,290 13,882 
未払金 21,301 24,078 
未払費用 25,783 6,505 
未払法人税等 9,730 8,926 
その他 27,664 16,058 

流動負債合計 104,770 69,451 

固定負債   
退職給付引当金 31,569 29,588 

固定負債合計 31,569 29,588 

負債合計 136,340 99,039 



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 255,250 255,250 
資本剰余金 94,202 94,202 
利益剰余金 281,344 277,732 
自己株式 △15,748 △15,748 

株主資本合計 615,048 611,435 

新株予約権 12,289 10,349 

純資産合計 627,337 621,784 

負債純資産合計 763,678 720,824 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 283,307 
売上原価 195,546 

売上総利益 87,761 

販売費及び一般管理費 ※  69,446 

営業利益 18,314 

営業外収益  
受取利息 400 
その他 76 

営業外収益合計 476 

営業外費用  
その他 90 

営業外費用合計 90 

経常利益 18,701 

特別損失  
固定資産除却損 8 

特別損失合計 8 

税引前四半期純利益 18,693 

法人税等 9,013 

四半期純利益 9,679 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９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 18,693 
減価償却費 1,402 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,981 
株式報酬費用 1,940 
受取利息 △400 

有形固定資産除却損 8 
売上債権の増減額（△は増加） △61,486 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,408 
前受金の増減額（△は減少） 13,724 
未払消費税等の増減額（△は減少） 191 
その他の資産の増減額（△は増加） 1,643 
その他の負債の増減額（△は減少） 11,886 

小計 △4,006 

利息の受取額 400 
法人税等の支払額 △7,535 

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,141 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
無形固定資産の取得による支出 △689 

投資活動によるキャッシュ・フロー △689 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
配当金の支払額 △4,436 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,436 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,268 

現金及び現金同等物の期首残高 435,337 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  419,068 
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