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（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。 

２ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。  

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】

回次 
第28期

第２四半期 
累計期間 

第29期
第２四半期 
累計期間 

第28期
第２四半期 
会計期間 

第29期 
第２四半期 
会計期間 

第28期

会計期間 

自 平成20年
４月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年
７月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年
４月１日 

至 平成21年 
３月31日 

売上高（千円）  3,420,370  4,068,408  1,754,262  2,070,431  7,075,657

経常利益（千円）  48,507  226,834  48,964  135,700  100,070

四半期（当期）純利益（千円）  23,547  129,383  25,149  77,933  46,242

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －  －  －

資本金（千円） － －  432,280  432,280  432,280

発行済株式総数（株） － －  5,738,000  5,738,000  5,738,000

純資産額（千円） － －  889,401  1,041,479  912,095

総資産額（千円） － －  6,394,359  7,563,064  7,215,707

１株当たり純資産額（円） － －  155.00  181.51      158.96

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 4.10  22.55  4.38  13.58  8.06

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

１株当たり配当額（円）  －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  13.9  13.8  12.6

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 45,951  261,329 － －  229,287

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △998,178  △24,640 － －  △1,100,018

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,029,057  △121,496 － －  1,066,586

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  405,780  639,998  524,806

従業員数（人） － －  611  697  638
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当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は当第２四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載して

おります。 

２ 従業員数が当第２四半期会計期間において13名増加し、臨時雇用者数は14名増加しておりますが、これは主

に有料老人ホームの事業拡大によるものであります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 697  (773)
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(1）生産実績 

 当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。 

(2）受注実績 

 当社は受注を行っていないため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。なお当社は一般顧客を

対象とした介護サービス事業ですので、特定の販売先等はありません。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。   

  

    当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業部門別 
当第２四半期会計期間

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

デイサービス事業   （千円）  793,396  107.5

施設サービス事業   （千円）  1,093,786  129.4

在宅サービス事業   （千円）  183,248  107.2

   合計     （千円）  2,070,431  118.0

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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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が判断したものであります。 

 (1）業績の状況 

 当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、国内では在庫調整の進展やエコカー減税・エコポイント等の景気対

策により、一部の産業や個人消費で限定的に回復の兆しが見え始め企業収益の悪化には一定の歯止めがかかったもの

の、政権交代に伴う政策転換の影響を見極めるため依然として企業の設備投資や個人消費は低調で、経済全体に模様

見ムードが広がりました。 

 介護サービス業界では、利用者本位の施設運営が求められ、介護サービスの質の向上及びコンプライアンスに対す

る管理体制のさらなる推進と、平成21年４月の介護報酬改定並びに介護職員処遇改善交付金の創設等により、介護サ

ービスに携わる人材不足の解消や低賃金等の改善のための取り組みが始まりましたが、依然として業界全体に広がる

求人難の状況は解決されない中で推移いたしました。  

 このような状況のもと当社は、ご利用者様へより良いサービスを提供するため、社員の教育・研修を充実させ、迅

速で正確なコミュニケーション手段として、全国の拠点施設にテレビ会議システムの導入を進めてまいりました。さ

らに収益面では、既存施設においては施設稼働率を上昇させるため、新規利用者の獲得とサービスの向上に努めまし

た。利益面では、人員配置や業務手順の見直し等に取り組むことで効率的な施設運営と経費削減に努め、利益率の改

善に注力してまいりました。 

 これらの結果、当第２四半期会計期間の売上高は 千円（前年同四半期比 ％増）となり、営業利益は

千円（前年同四半期比 ％増）、経常利益は 千円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は

千円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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。）は、前四半期会計期間末に比べ

千円増加し 千円となりました。また、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は、 千円（前年同四半期は 千円の使

用）となりました。その主な内訳は、収入要因として、税引前四半期純利益の増加 千円、減価償却費

千円、賞与引当金の増加 千円、支出要因として、売上債権の増加額 千円、未払賞与の減少額 千

円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は、 千円（前年同四半期は 千円の使

用）となりました。その主な内訳は、支出要因として、有形固定資産の取得による支出 千円、預り保証金の返

還による支出 千円、収入要因として、預り保証金の受入による収入 千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における財務活動の結果、使用した資金は、 千円（前年同四半期は 千円の獲

得）となりました。その主な支出要因は、短期借入金の返済による支出 千円、長期借入金の返済による支出

千円、収入要因として、短期借入れによる収入 千円であります。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

(5）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 

 当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に変更はありません。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

2,070,431 18.0

148,734 166.7 135,700 177.1

77,933 209.9

19,356 639,998

70,350 11,259

135,700 59,349

114,304 36,204 207,908

9,080 22,027

11,588

14,970 18,936

41,912 37,837

380,000

159,142 500,000
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、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２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却、売却等の計画はありません。  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  20,000,000

計  20,000,000

種類 
第２四半期会計期間末 
  現在発行数（株） 

（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13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  5,738,000  5,738,000 ジャスダック証券取引所 
単元株式数 

100株  

計  5,738,000  5,738,000 ─ ─ 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（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21年７月１日

～平成21年９月30日 
 －  5,738,000  －  432,280  －  308,030
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（５）【大株主の状況】

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

山 崎 嘉 忠 福岡県北九州市小倉南区  1,457  25.40

㈱ビジネストラスト 東京都港区赤坂２－17－22  969  16.90

㈲タチバナ 福岡県古賀市青柳町361－１  600  10.45

座 小 田 孝 安 福岡県北九州市若松区  286  4.99

鶴 﨑 直 邦 福岡県福岡市東区  252  4.39

蒲 池 真 澄 福岡県福岡市東区  220  3.83

シダー取引先持株会 福岡県北九州市小倉北区大畠１－７－19  179  3.12

シダー従業員持株会 福岡県北九州市小倉北区大畠１－７－19  127  2.22

藤 井  茂 福岡県北九州市小倉北区  100  1.74

蒲 池 昭 子 福岡県福岡市東区  100  1.74

計 －   4,293  74.82

2009/11/16 23:30:1209590131_第２四半期報告書_20091116232955



①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低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。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年９月30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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,737,900  57,379 － 

単元未満株式 普通株式         100 － 
一単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数  5,738,000 － － 

総株主の議決権 －  57,379 － 

  平成21年９月30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(％)

 － －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円）  310  299  320  317  310  365

最低（円）  283  273  263  281  272  297

３【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財

務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 639,998 524,806

売掛金 1,373,110 1,233,131

繰延税金資産 75,828 142,879

その他 71,390 68,387

貸倒引当金 △6,154 △5,017

流動資産合計 2,154,172 1,964,187

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,819,432 1,886,497

土地 1,288,356 1,288,356

リース資産（純額） 765,186 607,865

その他（純額） 157,023 156,166

有形固定資産合計 ※  4,029,998 ※  3,938,886

無形固定資産 20,424 21,698

投資その他の資産   

投資有価証券 89,835 91,137

長期前払費用 108,143 106,782

敷金及び保証金 1,034,254 973,237

繰延税金資産 60,621 54,066

その他 70,770 70,465

貸倒引当金 △5,157 △4,754

投資その他の資産合計 1,358,468 1,290,935

固定資産合計 5,408,891 5,251,520

資産合計 7,563,064 7,215,707
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 125,240 122,189

短期借入金 1,660,000 1,460,000

1年内返済予定の長期借入金 636,983 634,304

未払費用 152,126 142,857

未払法人税等 48,800 20,000

賞与引当金 152,439 135,498

その他 126,618 92,486

流動負債合計 2,902,207 2,607,335

固定負債   

長期借入金 2,390,310 2,708,953

リース債務 807,266 636,373

退職給付引当金 150,126 133,894

長期預り保証金 184,295 175,340

その他 87,379 41,714

固定負債合計 3,619,377 3,696,276

負債合計 6,521,584 6,303,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 432,280 432,280

資本剰余金 308,030 308,030

利益剰余金 301,169 171,785

株主資本合計 1,041,479 912,095

純資産合計 1,041,479 912,095

負債純資産合計 7,563,064 7,215,707
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（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,420,370 4,068,408

売上原価 3,138,416 3,576,030

売上総利益 281,954 492,378

販売費及び一般管理費 ※  218,921 ※  234,959

営業利益 63,032 257,419

営業外収益   

受取利息 3,475 3,977

助成金収入 － 4,367

雑収入 7,603 7,942

営業外収益合計 11,078 16,286

営業外費用   

支払利息 22,195 44,579

雑損失 3,408 2,292

営業外費用合計 25,604 46,871

経常利益 48,507 226,834

税引前四半期純利益 48,507 226,834

法人税、住民税及び事業税 4,560 36,953

法人税等調整額 20,399 60,496

法人税等合計 24,959 97,450

四半期純利益 23,547 129,383
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,754,262 2,070,431

売上原価 1,588,584 1,805,669

売上総利益 165,677 264,761

販売費及び一般管理費 ※  109,906 ※  116,027

営業利益 55,771 148,734

営業外収益   

受取利息 1,964 2,069

助成金収入 － 4,367

雑収入 3,608 4,289

営業外収益合計 5,572 10,726

営業外費用   

支払利息 11,053 22,318

雑損失 1,325 1,440

営業外費用合計 12,379 23,759

経常利益 48,964 135,700

税引前四半期純利益 48,964 135,700

法人税、住民税及び事業税 2,460 34,653

法人税等調整額 21,354 23,112

法人税等合計 23,814 57,766

四半期純利益 25,149 77,933

2009/11/16 23:30:1209590131_第２四半期報告書_20091116232955



（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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 48,507 226,834

減価償却費 105,752 117,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,695 1,539

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,184 16,941

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,268 16,232

受取利息及び受取配当金 △3,475 △3,977

支払利息 22,195 44,579

投資事業組合運用損益（△は益） 1,305 1,302

売上債権の増減額（△は増加） △105,612 △139,978

仕入債務の増減額（△は減少） 19,597 3,050

その他 △41,292 31,504

小計 77,127 315,109

利息及び配当金の受取額 300 94

利息の支払額 △23,560 △45,101

法人税等の支払額 △7,916 △8,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,951 261,329

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 △1,084,266 △30,339

無形固定資産の取得による支出 △5,141 △2,669

敷金及び保証金の差入による支出 △85,115 △568

敷金及び保証金の回収による収入 161,878 －

預り保証金の返還による支出 △24,870 △26,499

預り保証金の受入による収入 39,336 35,436

投資活動によるキャッシュ・フロー △998,178 △24,640

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 600,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △390,000 △500,000

長期借入れによる収入 1,100,000 －

長期借入金の返済による支出 △280,902 △315,964

リース債務の返済による支出 － △5,497

配当金の支払額 △40 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,029,057 △121,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,829 115,192

現金及び現金同等物の期首残高 328,950 524,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 405,780 639,998
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

【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】

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

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有形固定資産については、事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※  有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。 

948,572 ※  有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。 

857,018

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当     51,991 千円 給料手当           66,774 千円 

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当   27,025 千円 給料手当   34,853  千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は一致

しております。 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は一致

しております。 
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当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年

９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

該当事項はありません。  

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 

該当事項はありません。   

（2）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後と

なるもの 

該当事項はありません。   

投資有価証券の四半期貸借対照表計上額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。  

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。  

当社は、持分法を適用する関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

普通株式  5,738千株 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

     該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  181.51 円 １株当たり純資産額  158.96 円

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額  4.10 円 １株当たり四半期純利益金額  22.55 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

  
前第２四半期累計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（千円）  23,547  129,383

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  23,547  129,383

期中平均株式数（千株）  5,738  5,738

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額  4.38 円 １株当たり四半期純利益金額  13.58 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

  
前第２四半期会計期間

（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（千円）  25,149  77,933

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  25,149  77,933

期中平均株式数（千株）  5,738  5,738

（重要な後発事象）
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   該当事項はありません。 

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年11月10日

株式会社シダー 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 藤田 和子  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 本野 正紀  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 中野 宏治  印 

 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シダ

ーの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第２８期事業年度の第２四半期会計期間（平成２０年７月１日

から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シダーの平成 ２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了

する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月９日

株式会社シダー 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 本野 正紀  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中野 宏治  印 

 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シダ

ーの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２９期事業年度の第２四半期会計期間（平成２１年７月１日

から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年９月３０日まで）に係る

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シダーの平成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了す

る第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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