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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

注）前事業年度につきましては、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成しておりません。このため、前事業年度数値及び対前
年四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第3四半期 82 ― △181 ― △190 ― △209 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第3四半期 △5,025.85 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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

22年3月期第3四半期 339 124 36.7 1,908.78
21年3月期 522 154 29.5 4,052.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  124百万円 21年3月期  154百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 350 △21.9 △108 ― △130 ― △160 ― △3,363.11



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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 65,283株 21年3月期  38,011株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 41,779株 21年3月期第3四半期 38,011株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、本資料の予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
なお、平成21年10月1日付で連結子会社を吸収合併し、連結子会社がなくなったことにより、当第3四半期より連結財務諸表は作成しておりません。 
ただし、上記吸収合併に伴い、当該連結子会社の合併期日における純資産額と当社の子会社株式の帳簿価格との差額が損益に反映されております。 







5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 90,320 

売掛金 21,469 

仕掛品 100,452 

その他 12,844 

流動資産合計 225,086 

固定資産  

有形固定資産 17,539 

無形固定資産 1,261 

投資その他の資産  

投資有価証券 46,826 

破産更生債権等 223,077 

その他 48,888 

貸倒引当金 △223,077 

投資その他の資産合計 95,714 

固定資産合計 114,514 

資産合計 339,601 

負債の部  

流動負債  

1年内償還予定の社債 40,000 

未払金 125,052 

未払費用 38,443 

未払法人税等 2,887 

その他 8,569 

流動負債合計 214,954 

負債合計 214,954 

純資産の部  

株主資本  

資本金 805,068 

資本剰余金 74,998 

利益剰余金 △742,289 

株主資本合計 137,776 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △13,166 

評価・換算差額等合計 △13,166 

新株予約権 35 

純資産合計 124,646 

負債純資産合計 339,601 



(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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 82,686 

売上原価 72,066 

売上総利益 10,620 

販売費及び一般管理費 191,760 

営業損失（△） △181,140 

営業外収益  

受取利息 12 

保険解約返戻金 7,054 

その他 71 

営業外収益合計 7,137 

営業外費用  

支払利息 13,813 

その他 2,842 

営業外費用合計 16,656 

経常損失（△） △190,658 

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 4,884 

特別利益合計 4,884 

特別損失  

投資有価証券売却損 21,955 

その他 415 

特別損失合計 22,371 

税引前四半期純損失（△） △208,145 

法人税、住民税及び事業税 1,830 

法人税等合計 1,830 

四半期純損失（△） △209,975 



(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21年４月１日 
 至 平成21年12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（△） △208,145 

減価償却費 2,872 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,508 

受取利息及び受取配当金 △12 

保険解約損益（△は益） △7,054 

支払利息 14,098 

投資有価証券売却損益（△は益） 21,955 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △4,884 

売上債権の増減額（△は増加） 272,434 

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,341 

その他 △31,157 

小計 △45,743 

利息及び配当金の受取額 12 

利息の支払額 △1,269 

法人税等の支払額 △2,677 

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,677 

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 △880 

保険積立金の解約による収入 17,126 

保険積立金の積立による支出 △1,381 

投資有価証券の売却による収入 81,873 

その他 854 

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,592 

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） △100,213 

株式の発行による収入 147,865 

社債の償還による支出 △20,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,652 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,568 

現金及び現金同等物の期首残高 14,716 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 36 

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,320 
















