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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 3,449 ― △192 ― △185 ― △128 ―
20年3月期第1四半期 3,562 46.9 68 ― 70 ― △17 ―

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

21年3月期第1四半期 △14.62 ―
20年3月期第1四半期 △1.89 ―

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

21年3月期第1四半期 9,916 6,536 61.8 698.16
20年3月期 10,695 6,734 59.0 718.44

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  6,129百万円 20年3月期  6,305百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 8,100 △4.7 410 △35.5 410 △36.4 210 △29.8 23.43
通期 18,000 2.5 1,170 △9.0 1,170 △9.6 600 13.9 66.96

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報等による判断及び仮定により算出しておりま
す。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありますのでご承知おき下さい。な
お業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 8,963,000株 20年3月期 8,961,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 184,564株 20年3月期 184,504株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 8,777,451株 20年3月期第1四半期 8,718,726株



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

日本国経済の状況は、原材料価格の高騰、円高等の影響を受けて一段と厳しさを増してきており、各企業の景況

感も悪化しつつあります。

このような経済環境のもと、当社グループにおいては、売上高はほぼ業績見通し通りに推移したものの、内部統

制コンサルティングサービスなどの高採算プロジェクトの減少と受注の減少による製造人員の稼働率低下が売上総

利益を減少させる結果となりました。第１四半期における業績は売上高3,449百万円、営業利益△192百万円、経常

利益△185百万円、当期純利益△128百万円となりました。経営成績の概要について以下に事業分野別に記載いたし

ます。

コンサルティング事業分野は会社法、金融商品取引法等の法改正に起因した内部統制コンサルティングサービス

の需要が前年に比較して大幅に減少しております。ＳＩ（システムインテグレーション）に関しましては、概ね前

年並みの売上を維持するとともにＳＩ開発後のシステム定着化に関する売上を伸ばしております。一方で、内部統

制コンサルティングサービスの需要減少により稼働率の低下が生じるとともに、相対的に高いプロジェクト利益率

を獲得できる同サービスの売上減少により、売上総利益率が低下しております。

システム開発事業分野は、証券業界における、株券電子化等に対応するシステム投資の需要が一段落したこと及

び同業界の業績不振を原因とした設備投資の縮小もしくは延期等が生じ、受注環境は厳しさを増してきております

が、第１四半期におきましては、売上高は概ね予定通りに推移しております。会計システムの開発に関しましては、

受注環境が好調であった前年度との比較においては、売上高が減少しておりますが、当期におきましては概ね予定

通りに推移しております。一方で、コンサルティング事業分野同様に、受注環境の変化により稼働率が低下してお

り、利益率が低下傾向にあります。

アウトソーシング事業分野は、人材派遣や給与・労務等に関わるアウトソーシングに関しましては、前年並み若

しくは微増に止まりましたが、経理・財務等のアウトソーシングはＳＰＣ(特別目的会社)関連の新規顧客の増加が

売上増加に寄与しております。比較的安定した受注環境及び生産体制を維持しておりますので、一定の利益を確保

しております。

営業利益につきましては、高採算プロジェクトの減少や稼働率の低下に起因した売上総利益の減少、及び前年度

の業容拡大に伴う販管費の増加により、前年を下回る結果となりました。

 

　（当社の事業特性について）

従来より、当社のコンサルティング事業及びシステム開発事業では、請負契約による当社の成果物に対する検収

が顧客の事業年度末に集中する傾向が強く、その結果当社の売上高及び利益は第２四半期及び第４四半期に偏る傾

向があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の資産合計は9,916百万円となり、前連結会計年度末に比べ779百万円の減少となりました。この

減少は、現金及び預金の減少267百万円、前期末に集中して計上された売掛金の減少960百万円、請負契約により第

１四半期末において開発中の案件となる仕掛品の増加330百万円等によります。なお、売上高及び仕掛品の変動は売

上高が第４四半期に偏重することに起因しております。

当第１四半期末の負債合計は3,380百万円と、前連結会計年度末に比べ581百万円の減少となりました。この減少

は、主に前期末に委託費計上した債務支払による買掛金の減少167百万円、引当対象期間の違いによる賞与引当金の

減少317百万円、未払法人税等の減少等260百万円等によります。なお、買掛金の変動は売上高が第４四半期に偏重

することに起因しております。

当第１四半期末の純資産合計は6,536百万円と、前連結会計年度末に比べ198百万円減少しました。この減少は、

剰余金の配当及び四半期純損失による利益剰余金の減少181百万円によります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当社グループの売上は各事業年度における新規の受注に依存しており、かつ個々のプロジェクト期間が短縮され

る傾向にあることから、業績予想の判断に関しましては、該当する予想期間の終盤に行うことにより、業績予想の

正確性を担保しております。よって、現時点におきましては、業績予想の見直しを行っておりませんが、今後精査

を重ね、業績予想の判断が適正に行える段階に至った際に、速やかに開示いたします。

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）

　該当事項はありません。
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(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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。

(3) 四半期連結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

・会計処理基準に関する事項の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。なお、これによる当第１四半期連結会計期間における損益に与える影響は軽微

であります。

－ 2 －



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 5,252,165 5,519,401

売掛金 1,752,383 2,712,457

有価証券 59,597 56,817

商品 － 172

仕掛品 417,669 87,612

その他 618,262 502,032

貸倒引当金 △1,007 △961

流動資産合計 8,099,069 8,877,530

固定資産   

有形固定資産 165,684 171,465

無形固定資産 33,045 33,116

投資その他の資産   

その他 1,623,561 1,617,923

貸倒引当金 △5,150 △5,050

投資その他の資産合計 1,618,411 1,612,873

固定資産合計 1,817,140 1,817,454

資産合計 9,916,208 10,694,984

負債の部   

流動負債   

買掛金 493,578 660,434

短期借入金 100,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 4,000 4,000

未払法人税等 13,992 274,303

賞与引当金 348,972 666,269

役員賞与引当金 9,125 45,779

その他 833,921 717,430

流動負債合計 1,803,588 2,408,215

固定負債   

長期借入金 4,000 4,000

退職給付引当金 1,405,317 1,371,665

役員退職慰労引当金 126,368 146,271

その他 40,598 30,411

固定負債合計 1,576,283 1,552,347

負債合計 3,379,871 3,960,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,217,720 2,217,340

資本剰余金 2,653,668 2,653,288

利益剰余金 1,361,583 1,542,583

自己株式 △92,305 △92,268

株主資本合計 6,140,666 6,320,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,917 △15,585

評価・換算差額等合計 △11,917 △15,585

少数株主持分 407,588 429,063

純資産合計 6,536,336 6,734,421

負債純資産合計 9,916,208 10,694,984



(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 3,448,739

売上原価 2,905,344

売上総利益 543,395

販売費及び一般管理費 735,148

営業損失（△） △191,753

営業外収益  

受取利息 710

受取配当金 2,306

その他 5,263

営業外収益合計 8,279

営業外費用  

支払利息 397

支払手数料 422

その他 830

営業外費用合計 1,649

経常損失（△） △185,123

特別損失  

投資有価証券評価損 1,650

ソフトウェア構築補償等損失 1,657

その他 100

特別損失合計 3,407

税金等調整前四半期純損失（△） △188,530

法人税、住民税及び事業税 6,911

法人税等調整額 △62,316

法人税等合計 △55,405

少数株主損失（△） △4,783

四半期純損失（△） △128,342



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 3,562

Ⅱ　売上原価 2,820

　売上総利益 742

Ⅲ　販売費及び一般管理費 674

　営業利益 68

Ⅳ　営業外収益 4

Ⅴ　営業外費用 2

　経常利益 70

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 3

　　税金等調整前四半期純利益 67

　　税金費用 82

　　少数株主損益 1

　　四半期純損失 △17
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	㈱ビジネスブレイン太田昭和（９６５８）　平成21年３月期　第１四半期決算短信: ㈱ビジネスブレイン太田昭和（９６５８）　平成21年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -


