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１．平成20年９月期第１四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期第１四半期 1,614 16.1 △94 ― △93 ― △90 ―

19年９月期第１四半期 1,390 13.6 △27 ― △27 ― △33 ―

19年９月期 5,817  △71  △48  △602  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年９月期第１四半期 △1,020 7 ― ―

19年９月期第１四半期 △390 59 ― ―

19年９月期 △6,903 28 ― ―

(2）連結財政状態  

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

20年９月期第１四半期 3,417 2,850 81.1 31,282 93

19年９月期第１四半期 4,226 3,484 80.8 39,686 71

19年９月期 3,613 2,958 79.5 32,448 91

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年９月期第１四半期 △263 △13 △30 1,907

19年９月期第１四半期 ― ― ― ―

19年９月期 85 △407 113 2,214

四半期の連結キャッシュ・フローの状況は、平成19年９月期第１四半期は開示を実施しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

20年９月期第１四半期 ― ―

19年９月期第１四半期 ― ―

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,200 10.4 △80 ― △80 ― △90 ― △1,016 37

通期 6,600 13.5 △100 ― △100 ― △120 ― △1,355 16
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

５．個別業績の概要（平成19年10月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期第１四半期 162 △87.2 36 ― 40 ― 39 ―

19年９月期第１四半期 1,270 22.5 △10 ― △1 ― △13 ―

19年９月期 2,083 ― 80 ― 120 ― △383 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年９月期第１四半期 448 5

19年９月期第１四半期 △157 29

19年９月期 △4,393 66

(2）個別財政状態  

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

20年９月期第１四半期 3,373 3,184 93.4 35,597 10

19年９月期第１四半期 4,067 3,494 85.3 40,312 14

19年９月期 3,322 3,156 94.1 35,294 94

６．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 320 △81.8 110 ― 115 ― 110 ― 1,242 23

通期 640 △69.3 220 173.4 230 90.8 220 ― 2,484 46

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関

する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間(平成19年10月１日～平成19年12月31日)におけるわが国経済は、原油価格上昇・サブ

プライム住宅ローン問題等を背景とする米国経済の下振れリスクや、改正建築基準法施行後の住宅建設の減少等不

安定要因を抱え、先行き不透明感の強い状況が続いております。雇用情勢については、厳しさが残るなか、改善傾

向に足踏みが見られます。

　人材アウトソーシング業界においては、企業部門からの需要は堅調に推移しているものの、人材の募集に要する

費用は増加しており、また、コンプライアンスを重視した適正な事業展開も一層求められてきております。このよ

うな業界背景を踏まえ、当社グループは当第１四半期連結会計期間において、コンプライアンス面での幅広い見識

を有する外部専門家を特別顧問に招聘致しました。更に、監査役会からの要請に基づき、コンプライアンス機能の

強化、経営の透明性及び健全性を推進・確保することを目的とし、コンプライアンス委員会を設置しております。

　こうした状況を踏まえ、当社グループは、ヒューマンリソーシズ事業においては、雇用側の要望とスタッフ側の

ニーズの適切なマッチングを図るという派遣事業の基本に立ち返った事業展開を図りました。当社グループの主力

となる連結子会社である㈱オープンループパートナーズにおいては、平成19年11月、全国19支店目となる千葉支店

を新たに開設するとともに、平成19年12月には本社研修センターの拡張を行いました。コールセンター向けに専門

性を強化した人材派遣事業を行う連結子会社である㈱アスペイワークにおいては、開業２年目を迎え、売上高は順

調に拡大しております。

　ＩＴセキュリティ事業においては、引続き収益性を重視しつつ厳選した案件への取り組みを進めております。

　こうした取り組みの結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は、1,614百万円（前第１四半期連結会

計期間比＋16.1％、224百万円の増加）となりました。売上総利益は、418百万円（同＋12.3％、45百万円の増加）

となりました。

　一方、販売費及び一般管理費は、513百万円（同＋28.3％、113百万円の増加）となりました。

　この結果、営業損失94百万円（前第１四半期連結会計期間は営業損失27百万円）、経常損失93百万円（前第１四

半期連結会計期間は経常損失27百万円）、当第１四半期純損失90百万円（前第１四半期純損失は33百万円）を計上

致しました。

　増収は図られたものの、スタッフ人件費、募集費、賃借料等事業展開に伴う営業費用の増加を吸収するに至らず、

損失の計上に留まりました。

　事業の種類別セグメントで見た売上高（売上高構成比）は、ＩＴセキュリティ事業が3百万円（0.2％）、ヒュー

マンリソーシズ事業については、ゼネラルアウトソーシング事業が837百万円（51.9％）、セールスアウトソーシン

グ事業が773百万円（47.9％）となりました。

［参考］事業の種類別セグメント毎の売上高

事業の種類別

セグメントの名称

前第１四半期連結会計期間

自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日

当第１四半期連結会計期間

自　平成19年10月１日

至　平成19年12月31日

前第１四半

期連結会計

期間比

増減額

(百万円)

前第１四半

期連結会計

期間比

増減率

(％)

売上高

(百万円)

構成比

（％）

売上高

(百万円)

構成比

（％）

ＩＴセキュリティ事業 19 1.4 3 0.2 △15 △79.5

ゼネラルアウトソーシング

事業
777 55.9 837 51.9 59 7.7

セールスアウトソーシング

事業
593 42.7 773 47.9 179 30.3

ヒューマンリソーシズ事業 1,371 98.6 1,610 99.8 239 17.5

合計 1,390 100.0 1,614 100.0 224 16.1
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態 

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より196百万円減少し、3,417百万円となっておりま

す。

　現金及び預金が306百万円減少したこと等から、流動資産は199百万円減少し2,830百万円となりました。固定資産

については、研修センターの拡張等の設備投資により、有形固定資産は４百万円増加し36百万円に、無形固定資産

は９百万円増加し29百万円となりました。一方、投資その他の資産は時価のある投資有価証券の評価替等により前

連結会計年度末より10百万円減少し520百万円となりました。この結果、固定資産は前連結会計年度末比２百万円増

加し、586百万円となっております。

　負債については、社債の償還30百万円、安全協力費返還引当金が87百万円減少したこと等により、流動負債は87

百万円減少し564百万円、固定負債は２百万円となり、負債合計は88百万円減少し566百万円となっております。

　純資産合計は107百万円減少し、2,850百万円となりました。利益剰余金は前連結会計年度末の△637百万円から△

728百万円となり、その他有価証券評価差額金は前連結会計年度末の△67百万円から△80百万円となっております。

なお自己資本比率は、前連結会計年度末の79.5％から1.6ポイント増加し、81.1％となっております。 

（２）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)の残高は、前連結会計年度末に

おける残高2,214百万円から307百万円減少し、1,907百万円となりました。これは、営業活動により263百万円、投

資活動により13百万円、財務活動により30百万円を使用したことによるものです。

  内訳は以下のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は263百万円（前連結会計年度は85百万円の資

金の獲得）となりました。これは、貸倒引当金の増加21百万円、未払金の増加44百万円等があったものの、税金等

調整前四半期純損失を93百万円計上したことに加え売上増加基調による売上債権の増加123百万円、また前連結会計

年度に計上した安全協力費返還引当金の取崩による支出87百万円、賞与引当金の減少28百万円等によるものであり

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13百万円（前連結会計年度は407百万円の使用）となりました。増加要因として貸

付金の回収による収入36百万円がありましたが、減少要因として貸付による支出28百万円、有形固定資産の取得８

百万円、無形固定資産の取得11百万円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは社債の償還により30百万円の資金の使用となりました。なお前連結会計年

度は113百万円の資金の獲得となっております。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成19年11月22日発表の中間期及び通期の連結業績予想に対し、当第１四半期連結会計期間(平成19年10月１日～平成

19年12月31日)における売上高は、概ね計画通りの進捗率となっております。一方、利益面においては、当第１四半期連

結会計期間において、株主総会関連費用の増加、一部建設関連取引先への個別の貸倒引当金の計上等はあったものの、

これらは一時的な費用の増加に留まっており、翌四半期連結会計期間以降にまで影響が持ち越されるものではありませ

ん。現段階においては、翌四半期連結会計期間以降について、業績予想の見直しを必要とする前提条件の大幅な変更は

生じていないものと考えております。

　当社グループは、平成19年11月22日付けの中期経営計画において、主たる事業に経営資源を集中し、経営体質の改善

と強化を進め、企業価値の最大化を図ることとする基本方針を発表しております。当連結会計年度においても、引き続

き顧客基盤の拡大に努め、利益体質の確立に努めて参ります。

  よって、平成20年９月期中間期及び通期の連結業績予想につきましては、平成19年11月22日発表の内容を据え置くも

のと致します。個別業績予想につきましても同様に平成19年11月22日発表の内容を据え置くことと致します。  

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：　無

（２）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更：　　　　　　　　　　　　　　　無　　
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表
前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年12月31日）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年12月31日）
 増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,814,047 1,797,813 △16,234 △0.9 2,104,803

２．受取手形及び売掛金 730,118 829,445 99,327 13.6 705,816

３．たな卸資産 1,511 3,678 2,166 143.3 1,266

４．営業投資有価証券 195,955 4,729 △191,226 △97.6 4,707

５．預け金 ― 179,587 179,587 ― 179,587

６．その他 256,097 77,012 △179,084 △69.9 74,237

貸倒引当金 △21,042 △61,400 △40,358 ― △40,280

流動資産合計 2,976,688 2,830,866 △145,822 △4.9 3,030,137

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 28,351 36,675 8,324 29.4 32,056

２．無形固定資産 13,379 29,269 15,890 118.8 20,126

(1）のれん 10,711 5,008 △5,703 △53.2 6,565

(2）ソフトウェア 190 20,383 20,193 ― 9,683

(3）その他 2,477 3,877 1,400 56.5 3,877

３．投資その他の資産 1,208,145 520,420 △687,724 △56.9 531,340

(1）投資有価証券 977,348 255,556 △721,791 △73.9 268,588

(2) 破産更生債権等 1,675,624 1,675,624 ― ― 1,675,624

(3）その他 91,024 140,091 49,067 53.9 137,980

貸倒引当金 △1,535,853 △1,550,853 △15,000 ― △1,550,853

固定資産合計 1,249,876 586,365 △663,510 △53.1 583,523

資産合計 4,226,564 3,417,231 △809,332 △19.1 3,613,660
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前第１四半期
連結会計期間末

（平成18年12月31日）

当第１四半期
連結会計期間末

（平成19年12月31日）
 増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 142,470 142,502 32 0.0 142,215

２．１年以内償還予定社債 60,000 30,000 △30,000 △50.0 60,000

３．未払金 272,109 126,034 △146,074 △53.7 81,115

４．未払法人税等 13,681 2,492 △11,189 △81.8 16,249

５．賞与引当金 11,359 10,496 △862 △7.6 39,318

６．安全協力費返還引当金 ― 29,837 29,837 ― 117,799

７．その他 195,784 222,839 27,055 13.8 195,456

流動負債合計 695,405 564,204 △131,201 △18.9 652,154

Ⅱ　固定負債

１．社債 30,000 ― △30,000 ― ―

２．繰延税金負債 12,791 1,757 △11,034 △86.3 1,846

３. その他 3,668 792 △2,876 △78.4 1,481

固定負債合計 46,459 2,549 △43,910 △94.5 3,328

負債合計 741,864 566,753 △175,111 △23.6 655,482

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 4,770,992 1,050,115 △3,720,877 △78.0 1,050,115

　２．資本剰余金 3,018,543 2,889,088 △129,455 △4.3 2,889,088

　３．利益剰余金 △4,019,256 △728,238 3,291,018 ― △637,910

　４．自己株式 △360,117 △360,117 ― ― △360,117

　　 株主資本合計 3,410,163 2,850,847 △559,315 △16.4 2,941,175

Ⅱ　評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金 3,664 △80,731 △84,396 ― △67,811

   評価・換算差額等合計 3,664 △80,731 △84,396 ― △67,811

Ⅲ　新株予約権 26,698 32,794 6,096 22.8 31,446

Ⅳ　少数株主持分 44,174 47,567 3,393 7.7 53,366

純資産合計 3,484,699 2,850,478 △634,221 △18.2 2,958,177

負債純資産合計 4,226,564 3,417,231 △809,332 △19.1 3,613,660
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(2）四半期連結損益計算書

前第１四半期
連結会計期間

 (自 平成18年10月１日
至 平成18年12月31日)

当第１四半期
連結会計期間

 (自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

 増減

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

 (自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,390,476 1,614,564 224,087 16.1 5,817,737

Ⅱ　売上原価 1,017,737 1,196,012 178,274 17.5 4,207,117

売上総利益 372,739 418,551 45,812 12.3 1,610,620

Ⅲ　販売費及び一般管理費 400,015 513,295 113,279 28.3 1,681,794

営業損失 27,276 94,743 67,467 ― 71,174

Ⅳ　営業外収益 1,868 1,143 △724 △38.8 35,807

１．受取利息 203 229 30,887

２．受取配当金 876 339 1,691

３．受取手数料 ― 473 2,222

４．その他 787 100 1,006

Ⅴ　営業外費用 2,407 112 △2,294 △95.3 13,530

１．支払利息 101 39 290

２．株式交付費 2,114 ― 2,217

３．支払手数料 ― 73 445

４．その他 190 0 10,577

経常損失 27,815 93,712 65,897 ― 48,897

Ⅵ　特別利益 ― ― ― ― 4,103

１．投資有価証券売却益 ― ― 4,103

Ⅶ　特別損失 3,041 ― △3,041 ― 568,882

１．投資有価証券売却損 ― ― 3,931

２．投資有価証券評価損 ― ― 124,145

３．関係会社株式評価損 ― ― 301,599

４．固定資産除却損 3,041 ― 5,042

５．過年度賃金手当 ― ― 16,363

６．安全協力費返還引当金
　　繰入額

― ― 117,799

税金等調整前第１四半期(当
期)純損失

30,856 93,712 62,856 ― 613,676

法人税、住民税及び事業税 9,567 2,413 △7,154 △74.8 11,772

少数株主損失 6,825 5,798 △1,027 ― 22,633

第１四半期(当期)純損失 33,598 90,328 56,729 ― 602,815
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結株主資本等変動計算書（自 平成18年10月１日　至 平成18年12月31日）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高

（千円）
4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761

第１四半期連結会計期間中

の変動額

第１四半期純損失 ― ― △33,598 ― △33,598

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

第１四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円）
― ― △33,598 ― △33,598

平成18年12月31日残高

（千円）
4,770,992 3,018,543 △4,019,256 △360,117 3,410,163

 評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評価

差額金 

評価・換算差額等合

計

平成18年９月30日残高

（千円）
4,431 4,431 25,515 ― 3,473,708

第１四半期連結会計期間中

の変動額

第１四半期純損失 ― ― ― ― △33,598

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
△767 △767 1,182 44,174 44,589

第１四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円）
△767 △767 1,182 44,174 10,991

平成18年12月31日残高

（千円）
3,664 3,664 26,698 44,174 3,484,699
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当第１四半期連結株主資本等変動計算書（自 平成19年10月１日　至 平成19年12月31日）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年９月30日残高

（千円）
1,050,115 2,889,088 △637,910 △360,117 2,941,175

第１四半期連結会計期間中

の変動額 

第１四半期純損失 ― ― △90,328 ― △90,328

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

第１四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円）
― ― △90,328 ― △90,328

平成19年12月31日残高

（千円） 
1,050,115 2,889,088 △728,238 △360,117 2,850,847

 評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評価

差額金 

評価・換算差額等合

計

平成19年９月30日残高

（千円）
△67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177

第１四半期連結会計期間中

の変動額 

第１四半期純損失 ― ― ― ― △90,328

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
△12,920 △12,920 1,347 △5,798 △17,371

第１四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円）
△12,920 △12,920 1,347 △5,798 △107,699

平成19年12月31日残高

（千円） 
△80,731 △80,731 32,794 47,567 2,850,478
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 50,115 50,115 ― ― 100,230

減資 △3,770,992 1,100,010 2,670,982 ― ―

資本剰余金の取崩 ― △1,279,580 1,279,580 ― ―

当期純損失 ― ― △602,815 ― △602,815

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,720,877 △129,455 3,347,747 ― △502,585

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 2,889,088 △637,910 △360,117 2,941,175

 評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金 

評価・換算差額等

合計

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 4,431 25,515 ― 3,473,708

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― ― 100,230

減資 ― ― ― ― ―

資本剰余金の取崩 ― ― ― ― ―

当期純損失 ― ― ― ― △602,815

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
△72,243 △72,243 5,931 53,366 △12,945

連結会計年度中の変動額合計　
（千円）

△72,243 △72,243 5,931 53,366 △515,530

平成19年９月30日残高（千円） △67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純損失（△） △93,712 △613,676

減価償却費 4,138 13,094

のれん償却額 1,557 6,128

貸倒引当金の増加額 21,119 34,761

賞与引当金の減少額 △28,821 △7,810

安全協力費返還引当金の増減額 △87,961 117,799

受取利息及び受取配当金 △569 △32,578

支払利息 39 290

固定資産除却損 ― 5,042

投資有価証券評価損 ― 124,145

関係会社株式評価損 ― 301,599

投資有価証券売却益 ― △4,103

投資有価証券売却損 ― 3,931

売上債権の増加額 △123,629 △26,477

たな卸資産の増減額 △2,411 956

仕入債務の増減額 287 △3,750

未払金の増加額 44,891 17,952

未払費用の増加額 16,933 51,955

その他 245 112,982

小計 △247,894 102,244

利息及び配当金の受取額 568 32,398

利息の支払額 △81 △336

法人税等の支払額 △16,329 △48,953

営業活動によるキャッシュ・フロー △263,736 85,351
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当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年10月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 ― △1,503,145

関係会社株式の取得による支出 ― △351,000

投資有価証券の売却・償還による収入 ― 1,451,221

貸付金の回収による収入 36,868 3,113

貸付による支出 △28,579 ―

有形固定資産の取得による支出 △8,020 △15,503

無形固定資産の取得による支出 △11,409 △11,650

敷金・保証金の増加 △2,865 △33,747

敷金・保証金の減少 754 17,939

その他 △67 35,694

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,320 △407,077

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △30,000 △60,000

株式の発行による収入 ― 97,782

少数株主からの払込による収入 ― 76,000

その他 ― △712

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,000 113,069

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △307,057 △208,656

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,214,588 2,423,244

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,907,530 2,214,588
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

 増減
前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％） 

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 861,261 1,257,599 396,337 46.0 1,194,215

２．受取手形 577 ― △577 ― ―

３．売掛金 663,635 82,882 △580,752 △87.5 82,877

４．たな卸資産 1,511 419 △1,091 △72.2 616

５．短期貸付金 507,408 885,596 378,187 74.5 896,423

６．預け金 ― 179,587 179,587 ― 179,587

７．その他 250,344 59,273 △191,071 △76.3 43,784

貸倒引当金 △139,488 △153,623 △14,134 ― △149,317

流動資産合計 2,145,251 2,311,735 166,484 7.8 2,248,187

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 27,168 4,830 △22,338 △82.2 4,480

２．無形固定資産 13,087 10,940 △2,146 △16.4 11,036

(1）のれん 10,500 ― △10,500 ― ―

(2) ソフトウェア 190 8,543 8,353 ― 8,638

(3）その他 2,397 2,397 ― ― 2,397

３．投資その他の資産 1,881,986 1,045,594 △836,391 △44.4 1,059,150

(1）投資有価証券 626,348 255,556 △370,791 △59.2 268,588

(2）関係会社株式 1,067,307 687,834 △379,473 △35.6 687,834

(3）長期貸付金 2,100,000 2,025,000 △75,000 △3.6 2,025,000

(4) 破産更生債権等 1,039,999 1,039,999 ― ― 1,039,999

(5）その他 90,640 94,189 3,548 3.9 94,529

貸倒引当金 △3,042,310 △3,056,984 △14,674 ― △3,056,801

固定資産合計 1,922,243 1,061,365 △860,877 △44.8 1,074,666

資産合計 4,067,494 3,373,101 △694,393 △17.1 3,322,854
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前第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

 増減
前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％） 

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 1,014 ― △1,014 ― ―

２．１年以内償還予定社債 60,000 30,000 △30,000 △50.0 60,000

３．未払金 268,061 28,983 △239,078 △89.2 35,365

４．未払法人税等 12,914 1,971 △10,942 △84.7 6,958

５．関係会社ＣＭＳ短期借入金 ― 68,134 68,134 ― ―

６．賞与引当金 10,414 2,181 △8,232 △79.1 8,902

７．その他 176,437 55,895 △120,542 △68.3 52,992

流動負債合計 528,842 187,166 △341,675 △64.6 164,220

Ⅱ　固定負債      

１．社債 30,000 ― △30,000 ― ―

２．繰延税金負債 10,659 211 △10,448 △98.0 324

３．その他 3,668 792 △2,876 △78.4 1,481

固定負債合計 44,328 1,003 △43,324 △97.7 1,806

負債合計 573,170 188,169 △385,000 △67.2 166,026

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 4,770,992 1,050,115 △3,720,877 △78.0 1,050,115

　２．資本剰余金      

 　（1）資本準備金 1,738,962 50,115 △1,688,847 △97.1 50,115

　 （2）その他資本剰余金 1,279,580 2,838,973 1,559,392 121.9 2,838,973

　　資本剰余金合計 3,018,543 2,889,088 △129,455 △4.3 2,889,088

　３．利益剰余金      

　（1）利益準備金 700 ― △700 ― ―

  （2）その他利益剰余金      

 　　繰越利益剰余金 △3,964,793 △343,992 3,620,800 ― △383,667

 利益剰余金合計 △3,964,093 △343,992 3,620,100 ― △383,667

４．自己株式 △360,117 △360,117 ― ― △360,117

 　株主資本合計 3,465,326 3,235,093 △230,232 △6.6 3,195,418

Ⅱ　評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金 2,300 △82,955 △85,255 ― △70,037

　評価・換算差額等合計 2,300 △82,955 △85,255 ― △70,037

Ⅲ　新株予約権 26,698 32,794 6,096 22.8 31,446

純資産合計 3,494,324 3,184,931 △309,392 △8.9 3,156,827

負債純資産合計 4,067,494 3,373,101 △694,393 △17.1 3,322,854
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(2）四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
 (自 平成18年10月１日
  至 平成18年12月31日)

当第１四半期会計期間
 (自 平成19年10月１日
  至 平成19年12月31日)

増減 

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年10月１日
 至 平成19年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額(千円) 増減率(％) 金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,270,323 162,380 △1,107,943 △87.2 2,083,745

Ⅱ　売上原価 929,295 ― △929,295 ― 1,218,548

売上総利益 341,027 162,380 △178,647 △52.4 865,196

Ⅲ　販売費及び一般管理費 351,711 125,614 △226,096 △64.3 784,714

営業利益又は営業損失(△) △10,683 36,765 ― ― 80,481

Ⅳ　営業外収益 9,969 5,102 △4,867 △48.8 52,001

Ⅴ　営業外費用 667 1,469 801 120.1 11,917

経常利益又は経常損失(△) △1,381 40,398 ― ― 120,565

Ⅵ　特別利益 ― ― ― ― 4,103

Ⅶ　特別損失 3,041 ― △3,041 ― 501,806

税引前第１四半期純利益又は
税引前第１四半期(当期)純損
失(△)

△4,422 40,398 ― ― △377,136

法人税、住民税及び事業税 9,107 723 △8,383 △92.1 6,530

第１四半期純利益又は第１四
半期(当期)純損失(△)

△13,529 39,674 ― ― △383,667
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

 株主資本 

 

資本金 

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計 
 

資本準備金 
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰

余金

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

第１四半期会計期間中の変動額 

第１四半期純利益 ― ― ― ― ― △13,529 △13,529 ― △13,529

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
― ― ― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
― ― ― ― ― △13,529 △13,529 ― △13,529

平成18年12月31日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,964,793 △3,964,093 △360,117 3,465,326

 
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 

 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等 合計 

 

平成18年９月30日残高（千円） 1,120 1,120 25,515 3,505,491

第１四半期会計期間中の変動額 

第１四半期純利益 ― ― ― △13,529

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
1,179 1,179 1,182 2,362

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
1,179 1,179 1,182 △11,166

平成18年12月31日残高（千円） 2,300 2,300 26,698 3,494,324
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当第１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

 株主資本 

 

資本金 

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計 
 

資本準備金 
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰

余金

平成19年9月30日残高(千円) 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418

第１四半期会計期間中の変動額

第１四半期純利益 ― ― ― ― 39,674 39,674 ― 39,674

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
― ― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
― ― ― ― 39,674 39,674 ― 39,674

平成19年12月31日残高(千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 △343,992 △343,992 △360,117 3,235,093

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 

 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等 合計 

 

平成19年9月30日残高(千円) △70,037 △70,037 31,446 3,156,827

第１四半期会計期間中の変動額

第１四半期純利益 ― ― ― 39,674

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
△12,918 △12,918 1,347 △11,570

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△12,918 △12,918 1,347 28,104

平成19年12月31日残高(千円） △82,955 △82,955 32,794 3,184,931
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本 

 

資本金 

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計  

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計

 繰越利益剰
余金

平成18年9月30日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

事業年度中の変動額 

新株の発行 50,115 50,115 ― 50,115 ― ― ― ― 100,230

減資 △3,770,992 ― 1,100,010 1,100,010 ― 2,670,982 2,670,982 ― ―

資本準備金の取崩 ― △1,738,962 1,738,962 ― ― ― ― ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ― △1,279,580 △1,279,580 ― 1,279,580 1,279,580 ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ― △700 700 ― ― ―

当期純損失 ― ― ― ― ― △383,667 △383,667 ― △383,667

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） ― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千円） △3,720,877 △1,688,847 1,559,392 △129,455 △700 3,567,595 3,566,895 ― △283,437

平成19年9月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 ― △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 

 
その他有価証

券評価差額金 
評価・換算差

額等 合計 
 

平成18年9月30日残高（千円） 1,120 1,120 25,515 3,505,491

事業年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― 100,230

減資 ― ― ― ―

資本準備金の取崩 ― ― ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ― ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ―

当期純損失 ― ― ― △383,667

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） △71,157 △71,157 5,931 △65,226

事業年度中の変動額合計（千円） △71,157 △71,157 5,931 △348,663

平成19年9月30日残高（千円） △70,037 △70,037 31,446 3,156,827
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