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1.  平成21年10月期第3四半期の業績（平成20年11月1日～平成21年7月31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10月期第3四半期 1,640 ― △224 ― △166 ― △238 ―
20年10月期第3四半期 3,262 △6.9 615 △32.1 608 △36.9 352 △37.0

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10月期第3四半期 △18.15 ―
20年10月期第3四半期 24.72 ―

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10月期第3四半期 5,461 4,992 91.4 389.98
20年10月期 6,412 5,610 87.5 419.53

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  4,992百万円 20年10月期  5,610百万円

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10月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年10月期 ― 7.00 ―
21年10月期 

（予想）
7.00 14.00

3.  平成21年10月期の業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,000 △51.0 △400 ― △330 ― △329 ― △25.07

- 1 -



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  無  

(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） 

(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10月期第3四半期 15,560,000株 20年10月期  15,560,000株
② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  2,758,765株 20年10月期  2,187,700株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年10月期第3四半期 13,125,494株 20年10月期第3四半期 14,242,538株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。 
2. 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。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,339,841 3,696,066

受取手形及び売掛金 142,056 516,106

未成制作費 4,881 20,792

前払費用 26,215 54,749

未収還付法人税等 125,067 －

繰延税金資産 － 49,202

その他 43,275 5,197

貸倒引当金 △352 △8,508

流動資産合計 3,680,986 4,333,605

固定資産   

有形固定資産   

建物 676,157 668,044

減価償却累計額 △198,828 △180,986

建物（純額） 477,328 487,058

構築物 6,159 6,159

減価償却累計額 △4,042 △3,789

構築物（純額） 2,117 2,370

機械及び装置 3,428 3,428

減価償却累計額 △2,249 △2,109

機械及び装置（純額） 1,178 1,319

工具、器具及び備品 87,396 86,477

減価償却累計額 △61,107 △52,735

工具、器具及び備品（純額） 26,289 33,741

土地 526,457 526,457

有形固定資産合計 1,033,371 1,050,946

無形固定資産   

ソフトウエア 181,103 209,329

電話加入権 6,505 6,505

無形固定資産合計 187,608 215,834

投資その他の資産   

投資有価証券 245,699 437,172

長期前払費用 1,246 2,231

繰延税金資産 166,225 181,653

差入保証金 78,260 108,677

その他 79,117 88,392

貸倒引当金 △11,202 △6,500

投資その他の資産合計 559,347 811,626

固定資産合計 1,780,327 2,078,407

資産合計 5,461,314 6,412,013
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,193 140,589

未払金 35,408 96,343

未払法人税等 － 54,433

賞与引当金 13,467 91,500

その他 49,554 34,013

流動負債合計 147,625 416,880

固定負債   

長期未払金 270,696 333,107

退職給付引当金 28,205 29,296

長期預り保証金 22,595 22,595

固定負債合計 321,496 384,998

負債合計 469,122 801,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金 1,661,326 1,661,326

利益剰余金 3,157,976 3,580,861

自己株式 △1,323,281 △1,126,777

株主資本合計 4,996,021 5,615,410

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,829 △5,276

評価・換算差額等合計 △3,829 △5,276

純資産合計 4,992,191 5,610,134

負債純資産合計 5,461,314 6,412,013
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 1,640,733

売上原価 803,328

売上総利益 837,404

販売費及び一般管理費 1,062,324

営業損失（△） △224,919

営業外収益  

受取利息 16,342

有価証券利息 4,520

受取配当金 1,078

受取家賃 36,076

受取保険金 7,250

その他 4,623

営業外収益合計 69,891

営業外費用  

不動産賃貸原価 8,934

支払手数料 1,756

その他 789

営業外費用合計 11,479

経常損失（△） △166,508

税引前四半期純損失（△） △166,508

法人税、住民税及び事業税 5,475

法人税等調整額 66,205

法人税等合計 71,680

四半期純損失（△） △238,189
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 345,296

売上原価 202,875

売上総利益 142,421

販売費及び一般管理費 330,060

営業損失（△） △187,639

営業外収益  

受取利息 5,122

有価証券利息 732

受取配当金 478

受取家賃 11,990

受取保険金 5,768

その他 1,551

営業外収益合計 25,643

営業外費用  

不動産賃貸原価 2,881

支払手数料 662

その他 350

営業外費用合計 3,894

経常損失（△） △165,889

税引前四半期純損失（△） △165,889

法人税、住民税及び事業税 3,238

法人税等調整額 △69,279

法人税等合計 △66,041

四半期純損失（△） △99,848
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △166,508

減価償却費 69,189

賞与引当金の増減額（△は減少） △78,032

受取利息及び受取配当金 △21,941

売上債権の増減額（△は増加） 369,347

仕入債務の増減額（△は減少） △91,395

長期未払金の増減額（△は減少） △62,411

その他 31,326

小計 49,574

利息及び配当金の受取額 7,138

法人税等の支払額 △190,613

営業活動によるキャッシュ・フロー △133,900

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △9,032

無形固定資産の取得による支出 △65,254

投資有価証券の取得による支出 △104,880

投資有価証券の償還による収入 300,000

差入保証金の差入による支出 △231

差入保証金の回収による収入 30,647

その他 864

投資活動によるキャッシュ・フロー 452,113

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 △198,259

配当金の支払額 △185,411

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,458

現金及び現金同等物の期首残高 419,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 353,959
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