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1.  平成24年6月期第2四半期の業績（平成23年7月1日～平成23年12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 ％

24年6月期第2四半期 2,946 10.1 278 180.1 314 175.5 156 369.1
23年6月期第2四半期 2,675 8.2 99 177.4 114 113.0 33 17.9

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

24年6月期第2四半期 19,534.24 18,755.02
23年6月期第2四半期 4,099.50 4,051.23

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 2,967 914 30.6
23年6月期 2,826 756 26.4

（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  909百万円 23年6月期  746百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年6月期 ― 0.00

24年6月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 6,000 13.5 375 159.6 422 132.0 214 457.5 27,016.38



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期2Q 8,398 株 23年6月期 8,152 株

② 期末自己株式数 24年6月期2Q 304 株 23年6月期 217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 8,015 株 23年6月期2Q 8,142 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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大きく異なる可能性があります。 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

１．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 367,253 528,571

売掛金 63,155 87,705

原材料及び貯蔵品 36,592 42,568

その他 156,217 192,355

貸倒引当金 △6,467 △2,367

流動資産合計 616,751 848,833

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,174,032 1,102,653

その他（純額） 212,568 205,235

有形固定資産合計 1,386,600 1,307,888

無形固定資産 11,050 9,621

投資その他の資産   

差入保証金 698,698 705,326

その他 117,381 99,866

貸倒引当金 △4,000 △3,650

投資その他の資産合計 812,080 801,542

固定資産合計 2,209,731 2,119,052

資産合計 2,826,483 2,967,886

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,543 182,011

1年内返済予定の長期借入金 468,190 444,494

未払法人税等 51,520 142,465

資産除去債務 4,570 4,570

その他 406,061 484,384

流動負債合計 1,061,885 1,257,925

固定負債   

長期借入金 758,017 583,780

その他 250,531 212,134

固定負債合計 1,008,548 795,914

負債合計 2,070,433 2,053,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 360,171 368,358

資本剰余金 320,171 328,358

利益剰余金 82,375 238,942

自己株式 △16,638 △26,554

株主資本合計 746,079 909,104

新株予約権 9,970 4,941

純資産合計 756,050 914,046

負債純資産合計 2,826,483 2,967,886



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,675,130 2,946,525

売上原価 717,909 755,853

売上総利益 1,957,220 2,190,671

販売費及び一般管理費 1,857,676 1,911,799

営業利益 99,543 278,872

営業外収益   

受取利息 0 32

協賛金収入 20,484 25,540

その他 3,674 16,889

営業外収益合計 24,159 42,462

営業外費用   

支払利息 7,204 5,999

貸倒引当金繰入額 2,000 －

その他 487 1,224

営業外費用合計 9,692 7,224

経常利益 114,011 314,110

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,437

特別利益合計 － 2,437

特別損失   

固定資産除却損 1,572 －

減損損失 21,731 15,726

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,907 －

特別損失合計 39,211 15,726

税引前四半期純利益 74,800 300,821

法人税、住民税及び事業税 51,486 134,343

法人税等調整額 △10,064 9,910

法人税等合計 41,421 144,254

四半期純利益 33,378 156,566



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 74,800 300,821

減価償却費 120,266 132,676

長期前払費用償却額 4,229 2,430

減損損失 21,731 15,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,000 △4,450

受取利息 △0 △32

支払利息 7,204 5,999

貸倒損失 4,582 －

固定資産除却損 1,572 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,907 －

新株予約権戻入益 － △2,437

売上債権の増減額（△は増加） △19,488 △24,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,036 △5,976

仕入債務の増減額（△は減少） 50,289 50,468

未収入金の増減額（△は増加） △4,181 3,559

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,996 12,185

未払金の増減額（△は減少） 13,960 △4,744

未払費用の増減額（△は減少） 41,960 71,281

その他の資産の増減額（△は増加） △10,462 △44,097

その他の負債の増減額（△は減少） △29,233 △24,108

その他 13,405 △3,313

小計 309,503 481,439

利息の受取額 0 32

利息の支払額 △6,765 △5,785

契約解約金の支払額 － △2,918

本社移転金の支払額 － △766

法人税等の支払額 △10,763 △44,572

法人税等の還付額 2,161 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 294,137 427,429

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △53,703 △43,956

長期前払費用の取得による支出 △1,250 △200

差入保証金の差入による支出 △78,286 △20,702

差入保証金の回収による収入 8,322 21,144

貸付けによる支出 △4,000 －

貸付金の回収による収入 － 5,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,917 △38,182



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 250,000 40,000

長期借入金の返済による支出 △235,106 △237,933

株式の発行による収入 － 13,782

リース債務の返済による支出 △22,204 △33,819

自己株式の取得による支出 △4,527 △9,959

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,838 △227,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,381 161,318

現金及び現金同等物の期首残高 391,496 367,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 534,877 528,571



 該当事項はありません。  

  

  

 著しい変動がないため、記載しておりません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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