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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第54期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第53期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 2,394,4469,151,101

経常利益又は経常損失(△)(千円) 1,287△113,100

四半期（当期）純損失
（△）

(千円) △32,343△145,057

純資産額 (千円) 2,665,6932,824,619

総資産額 (千円) 7,258,8506,893,524

１株当たり純資産額 (円) 717.78 760.41

１株当たり四半期
(当期)純損失（△）

(円) △8.71 △39.05

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 36.7 41.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △15,674△700,937

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △118,770 75,366

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 325,674△150,233

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 826,371634,995

従業員数 (名) 390 375

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　従業員数は、就業人員数を記載しております。

４　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営ま
れている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
 

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 390〔45〕

(注) １　従業員数は就業人員を記載しております。

２　従業員数の〔　〕内は、外書で臨時雇用者数(当第１四半期連結会計期間における平均雇用人数を１人１

日８時間で換算し算出)を記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 287〔35〕

(注) １　従業員数は就業人員を記載しております。

２　従業員数の〔　〕内は、外書で臨時雇用者数(当第１四半期会計期間における平均雇用人数を１人１日８

時間で換算し算出)を記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社平賀(E00734)

四半期報告書

 3/24



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

印刷事業  

折込広告 1,720,403

包装資材 59,317

　その他印刷物 590,062

計 2,369,783

その他の事業 －

合計 2,369,783

(注) １　金額は、販売価格で表示したものであります。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

３　上記の内には外注生産によるものを含んでおります。

 

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

印刷事業   

折込広告 1,767,724 337,805

　包装資材 53,784 2,502

　その他の印刷物 598,508 145,337

計 2,420,017 485,644

その他の事業 52,266 －

合計 2,472,283 485,644

(注) １　金額は、販売価格で表示したものであります。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社平賀(E00734)

四半期報告書

 4/24



(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

印刷事業  

　折込広告 1,694,328

　包装資材 58,975

　その他印刷物 588,876

計 2,342,180

その他の事業 52,266

合計 2,394,446

(注) １　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

 

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

㈱ヤマダ電機 550,328 23.0

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結
子会社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリ
カの景気後退懸念や、株式・為替市場の変動、原油価格や原材料の高騰により、企業収益は減少
し、雇用情勢は厳しさが残るなか、景気回復に減速感が強まりました。広告業界におきましても、
インターネット広告や海外広告は伸びたものの、企業の広告費抑制により広告全体では前年を下
回りました。また、印刷業界におきましては、引き続き原材料の上昇や企業競争による受注価格の
下落など厳しい経営環境のまま推移いたしました。
このような状況のなか、当社グループといたしまして、グループ相互の融合を図り、事業エリア
の拡大および販売促進活動の企画提案による受注拡大を目指すと共に、インターネットを活用し
たデジタルチラシの提案を行いました。また、一方では韓国エンターテイメント情報を発信する
インターネットサイト「韓国再発見」等のインターネット販売や韓流タレントの写真展開催に
も注力いたしました。
製造面におきましては、徹底した生産効率の向上を目指し、材料費の削減に注力いたしました。
以上の結果から、当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高は2,394百万円、連結営業利
益は3百万円、連結経常利益は1百万円、連結四半期純損失は32百万円となりました。
事業の種類別セグメントにつきましては、印刷事業の売上高は2,342百万円、営業利益は6百
万円となり、その他の事業の売上高は52百万円、営業損失は8百万円となりました。

(2)　財政状態の分析

（流動資産）
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当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,872百万円（前連結会計年度末に比

べ8.3％増加）となりました。これは、現金及び預金が205百万円、受取手形及び売掛金が95百万円、

それぞれ増加したこと等によるものであります。

（固定資産）
当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、3,386百万円（前連結会計年度末に
比べ2.1％増加）となりました。これは、投資有価証券が76百万円増加したこと等によるものであ
ります。
（流動負債）
当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、3,033百万円（前連結会計年度末に
比べ11.6％増加）となりました。これは、短期借入金が216百万円、未払費用が131百万円、それぞ
れ増加したこと等によるものであります。
（固定負債）
当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,559百万円（前連結会計年度末に
比べ15.5％増加）となりました。これは、社債が100百万円、長期借入金が99百万円、それぞれ増加
したこと等によるものであります。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,665百万円（前連結会計年度末に比べ
5.6％減少）となりました。これは、利益剰余金が143百万円減少したこと等によるものでありま
す。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）につき
ましては、主に長期借入金の増加により、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は、826百万円
となりました。
当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと
おりであります。
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、15百万円となりました。これは主に増加要因として、その他の
うち賞与の未払等による未払費用の増加が131百万円、減価償却費が36百万円生じた一方で、減少
要因として、たな卸資産の増加が89百万円、売上債権の増加が96百万円生じたことによるもので
あります。
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は118百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得によ
る支出が101百万円生じたことによるものであります。
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、325百万円となりました。これは主に増加要因として、短期借
入金の増加が150百万円、長期借入による収入が200百万円及び社債の発行による収入が98百万円
生じた一方で、減少要因として、配当金の支払が86百万円生じたことによるものであります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要
な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(5)研究開発活動

該当事項はありません。
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(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、原油価格や原材料の高騰により、企業収益は減少し、雇用
情勢は厳しさが残るなか、個人消費マインドも停滞し、わが国を含めた国際的な景気の下振れリ
スクが高まっております。
印刷業界におきましては、原油価格の高騰の影響による原材料価格の上昇や企業競争による受
注価格の改善はみられず厳しい経営環境のまま推移いたしました。
当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、グループ相互の融合を図り、事業エ
リアの拡大および販売促進活動の企画提案による受注拡大を目指すと共に、インターネットを活
用したデジタルチラシの提案を行いました。また、一方では韓国エンターテイメント情報を発信
するインターネットサイト「韓国再発見」等のインターネット販売や韓流タレントの写真展開
催にも注力いたしました。
製造面におきましては、徹底した生産効率の向上を目指し、材料費の削減に注力いたしました。

 

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは折込広告の製造販売を中心に全ての販売促進物を取り扱っております。
流通業やサービス業などを中心に企画提案型営業により、お客様の宣伝活動の担い手として、よ
り良いサービスを心掛けておりますが、当社の売上品目別構成比率は、折込広告の占める割合が高
くなっております。
そこで、（株）イマージュを子会社化したことにより、お客様への総合的な販売促進の企画提案
が実現可能となりました。
また、当社グループの事業展開エリアを拡大することにより、新規顧客の獲得、企画力の向上、幅
広い販売促進物の提供を推進いたします。
当社グループは、主要商品でありますチラシにおいて、チラシ制作段階における原稿データを有
効利用し、チラシをインターネットで公開・閲覧することで印刷物とＷｅｂページを同時作成す
るインターネットチラシ「デジム」の提案を推進し、携帯電話を媒体としたモバイルキャンペー
ンの提案並びにノベルティーグッズ販売など販売促進活動そのものを企画提案して参ります。
また、当社グループにおける取扱商品を、顧客の販売促進活動に合わせ、チラシから多品種小
ロット印刷、看板・大型ポスター・案内板・ディスプレイ用品、並びに顧客オリジナルのラッピン
グ用品から店舗の飾りなどに使用するのぼり、開店の催しや売出し時の催しに使用する販促グッ
ズ、カタログなど全ての販売促進物を取り揃え、また一方では、韓国エンターテイメント情報を発
信するインターネットサイト「韓国再発見」やペット用品、販売促進用シールの「貼ってネッ
ト」等を取り揃えたインターネット販売にも注力し韓国エンターテイメントにおいては韓流ス
ターの写真集やＤＶＤなどの発売やイベントの開催など積極的に進め、受注拡大に邁進して行き
ます。
製造面におきましては、企画から印刷までの一貫工程において、更なる生産効率向上によるコス
ト低減、短期納入の実現を目指し、企業間競争激化のなか、営業面と製造面で差別化を図りながら、
新規顧客の獲得に邁進いたします。
当社グループは、同業他社との価格競争力を高め、収益力の向上及び当社の主要販売先である小
売業界が季節に応じた販売戦略を行うことによる売上高の平準化を図ることが重要課題であると
考えております。
また、チラシのデジタル制作に対する社会環境の進化に対応していくことにより、「常に成長発
展していく」を実現可能とするものと考えます。
そこで、お客様の利便性に貢献できる総合的な販売促進について企画提案を行うための人材育
成が必要不可欠であり、顧客商品知識のある営業担当及び企画力のあるデザイナー、情報関連機器
の活用、印刷機械の技術者などそれぞれの部門における人材の育成強化に注力いたします。
また、売上高の平準化を実現させるために、あらゆる業種から紙及び各種素材の印刷や総合的な
販売促進の企画提案により新規顧客の開拓に邁進し、技術進化に対応することで更なる生産力の
向上に向け、短期納入及びコスト低減を図りながら、企業間競争に対応できる基盤の充実を図って
まいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

 (1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,000,000

計 14,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,015,585 4,015,585
ジャスダック証券
取引所

―

計 4,015,585 4,015,585― ―

 

 (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 － 4,015,585 － 434,319 － 425,177

 

 (5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  301,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式3,711,000 3,711 ―

単元未満株式 普通株式    3,585― ―

発行済株式総数 4,015,585― ―

総株主の議決権 ― 3,711 ―

（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が161,000株（議決権161

個）含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社平賀

東 京 都 練 馬 区 豊 玉 北
3-3-10

301,000― 301,000 7.50

計 ― 301,000― 301,000 7.50

（注）当第１四半期会計期間末の当社の所有株式数は301,799株（議決権の数301個）です。

なお、直前の基準日からの増加株式数は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれていま

す。

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
４月

 
５月

 
６月

最高(円) 585 520 525

最低(円) 493 490 460

(注)　 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年

４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四

半期レビューを受けております。
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１【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1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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 823,229 618,227

受取手形及び売掛金 ※3
 1,552,849

※3
 1,457,798

有価証券 3,139 16,768

製品 58,814 47,739

商品 9,708 9,683

原材料 1,027,185 960,276

仕掛品 88,596 76,784

その他 311,581 390,226

貸倒引当金 △2,360 △1,950

流動資産合計 3,872,746 3,575,556

固定資産

有形固定資産

土地 921,400 921,400

その他（純額） ※1
 904,778

※1
 913,415

有形固定資産合計 1,826,178 1,834,815

無形固定資産

のれん 211,453 227,313

その他 32,253 36,025

無形固定資産合計 243,707 263,338

投資その他の資産 ※2
 1,316,218

※2
 1,219,813

固定資産合計 3,386,104 3,317,968

資産合計 7,258,850 6,893,524

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,165,232 1,186,462

短期借入金 1,383,900 1,167,900

未払法人税等 1,580 909

賞与引当金 33,043 108,127

その他 450,055 255,328

流動負債合計 3,033,813 2,718,727

固定負債

社債 450,000 350,000

長期借入金 407,400 308,375

退職給付引当金 476,518 471,776

役員退職慰労引当金 132,175 126,775

その他 93,249 93,249

固定負債合計 1,559,343 1,350,177

負債合計 4,593,156 4,068,904
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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)

純資産の部

株主資本

資本金 434,319 434,319

資本剰余金 425,177 425,177

利益剰余金 2,597,922 2,741,703

自己株式 △247,212 △246,820

株主資本合計 3,210,207 3,354,380

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,273 32,026

土地再評価差額金 △561,787 △561,787

評価・換算差額等合計 △544,514 △529,761

純資産合計 2,665,693 2,824,619

負債純資産合計 7,258,850 6,893,524
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 2,394,446

売上原価 1,892,849

売上総利益 501,597

販売費及び一般管理費

給料及び手当 151,563

賞与引当金繰入額 12,390

退職給付費用 4,233

役員退職慰労引当金繰入額 5,400

その他 324,469

販売費及び一般管理費合計 498,057

営業利益 3,540

営業外収益

受取利息 2,195

受取配当金 1,627

受取家賃 1,764

その他 1,167

営業外収益合計 6,754

営業外費用

支払利息 7,007

社債発行費 1,959

その他 41

営業外費用合計 9,007

経常利益 1,287

特別損失

固定資産除却損 154

投資有価証券評価損 190

特別損失合計 345

税金等調整前四半期純利益 942

法人税、住民税及び事業税 540

法人税等調整額 32,744

法人税等合計 33,285

四半期純損失（△） △32,343

EDINET提出書類

株式会社平賀(E00734)

四半期報告書

15/24



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30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利益 942

減価償却費 36,500

のれん償却額 15,859

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,753

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,083

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400

投資有価証券評価損益（△は益） 190

受取利息及び受取配当金 △3,823

支払利息 7,007

社債発行費 1,959

固定資産除却損 154

売上債権の増減額（△は増加） △96,260

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,826

仕入債務の増減額（△は減少） △21,230

その他 204,625

小計 △7,089

利息及び配当金の受取額 4,488

利息の支払額 △13,204

法人税等の支払額 131

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,688

投資有価証券の取得による支出 △101,182

貸付金の回収による収入 814

その他 △10,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,770

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） 150,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △34,975

社債の発行による収入 98,040

自己株式の取得による支出 △392

配当金の支払額 △86,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191,229

現金及び現金同等物の期首残高 635,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 826,371
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

 

【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】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）に変更しております。

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

 

【簡便な会計処理】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がない

ものと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。

(2) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(3) 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

り算定しております。

(4) 経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算額

で計上する方法によっております。

(5) 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

 

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,383,323千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　2,356,490千円

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の

額

投資その他の資産 8,369千円

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の

額

投資その他の資産 7,026千円

※３　裏書手形譲渡高 4,223千円 ※３　裏書手形譲渡高 5,224千円

  

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 823,229千円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ等 3,139

預け金 1

現金及び現金同等物 826,371
　

 

 (株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 4,015,585

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 301,799

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26
日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 111,437 30平成20年３月31日平成20年６月27日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
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　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)
 

 
印刷事業

（千円）

その他の事

業

（千円）

計（千円）

消去又は全

社

（千円）

連結

（千円）

売上高 2,342,18052,2662,394,446 － 2,394,446

営業利益又は

営業損失（△）
6,981 △8,540 △1,559 5,100 3,540

（注）各区分の主な製品

(1) 印刷事業・・・・・折込広告、包装資材、その他印刷物

(2) その他の事業・・・ペット向け商品及び韓流関連商品のインターネット販売

 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しておりま

す。

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 717.78円

  

 760.41円

　 

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千

円)
2,665,693

2,824,619

普通株式に係る純資産額(千円) 2,665,693 2,824,619

普通株式の発行済株式数(株) 4,015,585 4,015,585

普通株式の自己株式数(株) 301,799 301,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

3,713,786 3,714,585

 

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △8.71円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

 

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）
(千円)

△32,343

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △32,343

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式の期中平均株式数(株) 3,714,277

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成20年８月13日

株式会社　平賀

取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　堀　之　北　　重　久　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　佐　藤　　由　紀　雄　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社平賀の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等

に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国におい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。

 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社平賀及び連結子会社の平

成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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