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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 676 ― △103 ― △72 ― △56 ―

20年3月期第1四半期 852 25.1 △59 ― △38 ― △23 ―

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 △690.98 ―

20年3月期第1四半期 △287.06 ―

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 4,448 3,083 69.3 37,600.64
20年3月期 4,930 3,218 65.3 39,245.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,083百万円 20年3月期  3,218百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 500.00 ― 500.00 1,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

売上及び利益共に下期に偏重する傾向があるため、第２四半期累計期間の業績予想は行っておりません。  

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2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 5,500 0.6 600 △10.6 620 △11.2 180 △56.1 2,195.12

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  82,000株 20年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  82,000株 20年3月期第1四半期  82,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成20年４月23日付「平成20年３月期 決算短信（非連結）」にて公表いたしました平成21年３月期の配当予想を変更したため、本日（平成20年７月30日）付にて「平成21
年３月期配当予想の修正（中間配当の実施）に関するお知らせ」を公表いたしましたので、ご参照ください。 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

Owner
ＯＤＫロゴ



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年４月１日～６月30日）におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等を背景に経営環

境が悪化し、これまで牽引役であった企業の設備投資にも陰りが見える等、景気先行きの不透明感が高まりつつあり

ます。情報サービス業界におきましても、主に企業のIT投資に支えられてきたこれまでの増収傾向が反転する可能性

は否めず、一部において前年の売上高を下回る部門が生じつつあります。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計

（平成20年５月分確報）より〕

　当第１四半期の売上高は、前年同期にシステム災害復旧体制のネットワーク構築等といった、大型システム開発売

上の計上（289,638千円）があったため、その反動から676,560千円（前年同期比 20.6％減）となりました。利益面で

も、営業損失は103,348千円、経常損失は72,486千円、四半期純損失は56,659千円となりました。

　現在、業績は概ね予想通りに推移しておりますが、当社事業は、システム開発の売上計上が顧客の決算期である３

月に集中するほか、学校法人向け情報処理アウトソーシング（学事業務）を中心とするシステム運用売上も第４四半

期に急増するという特性があります。このため、第１四半期の売上高及び利益共に、他の四半期に比べ極めて低い水

準にとどまり、例年損失計上を余儀なくされる傾向にあります。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の資産は、4,448,059千円と前事業年度末に比べ481,974千円減少しました。これは季節要因による

売掛金の減少等によるものです。負債については、主に未払法人税等の減少により、1,364,807千円と前事業年度末に

比べ347,061千円減少しました。純資産については、3,083,252千円と前事業年度末に比べ134,913千円減少しまし

た。

　また、当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ33,285千円

減少し、939,332千円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は130,868千円（前年同期は308,142千円の支出）となり、前年同期に比べ177,273千円

の支出の減少となりました。これは前年の大型システム開発の反動による売上債権の減少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）

　投資活動の結果得た資金は154,003千円（前年同期は305,464千円の支出）となり、前年同期に比べ459,467千円の収

入の増加となりました。主な収入の増加要因は、定期預金の払戻及び有価証券の償還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）

　財務活動の結果支出した資金は56,419千円（前年同期は63,557千円の支出）となり、前年同期に比べ7,138千円の支

出の減少となりました。これは配当金支払額の変動によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、概ね当初予想通りの推移であり、通期業績予想につきましては、平成20年４月23日に公表

いたしました業績予想と変更はございません。なお、当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベースでの運用

受託が中心であり、売上高及び利益共に下期に偏重する傾向があるため、第２四半期累計期間の業績予想は行ってお

りません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び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）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,029,332 1,262,617

売掛金 185,186 803,965

有価証券 99,996 99,998

商品 5,653 2,799

仕掛品 714,866 327,742

繰延税金資産 154,546 91,138

その他 50,101 129,354

貸倒引当金 △1,110 △4,817

流動資産合計 2,238,574 2,712,801

固定資産   

有形固定資産   

建物 139,471 108,338

工具、器具及び備品 42,488 28,097

建設仮勘定 1,438 －

有形固定資産合計 ※1  183,398 ※1  136,436

無形固定資産   

ソフトウエア 137,204 156,498

その他 4,480 4,487

無形固定資産合計 141,684 160,985

投資その他の資産   

投資有価証券 895,386 892,076

繰延税金資産 297,132 327,514

差入保証金 314,029 314,158

長期預金 250,000 250,000

その他 127,921 136,125

貸倒引当金 △66 △63

投資その他の資産合計 1,884,403 1,919,811

固定資産合計 2,209,485 2,217,233

資産合計 4,448,059 4,930,034



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 215,529 256,502

未払金 21,004 18,349

未払費用 90,974 71,206

未払法人税等 2,634 344,610

賞与引当金 205,000 134,000

その他 74,116 89,526

流動負債合計 609,260 914,194

固定負債   

退職給付引当金 594,164 627,987

役員退職慰労引当金 131,422 169,686

その他 29,960 －

固定負債合計 755,546 797,673

負債合計 1,364,807 1,711,868

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 1,838,536 1,977,196

株主資本合計 3,082,936 3,221,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 315 △3,430

評価・換算差額等合計 315 △3,430

純資産合計 3,083,252 3,218,165

負債純資産合計 4,448,059 4,930,034



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 ※2  676,560

売上原価 618,818

売上総利益 57,742

販売費及び一般管理費 ※1  161,091

営業損失（△） △103,348

営業外収益  

受取利息 2,487

受取配当金 732

保険解約返戻金 27,585

その他 276

営業外収益合計 31,082

営業外費用  

支払利息 219

営業外費用合計 219

経常損失（△） △72,486

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,704

特別利益合計 3,704

特別損失  

事務所移転費用 18,108

特別損失合計 18,108

税引前四半期純損失（△） △86,890

法人税、住民税及び事業税 3,010

法人税等調整額 △33,241

法人税等合計 △30,230

四半期純損失（△） △56,659



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △86,890

減価償却費 38,013

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,704

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,263

受取利息及び受取配当金 △3,220

支払利息 219

売上債権の増減額（△は増加） 618,779

たな卸資産の増減額（△は増加） △389,977

仕入債務の増減額（△は減少） △40,972

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,766

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,913

その他 136,293

小計 204,773

利息及び配当金の受取額 2,702

利息の支払額 △219

法人税等の支払額 △338,125

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,868

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △90,000

定期預金の払戻による収入 290,000

有価証券の償還による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △99,874

投資有価証券の償還による収入 818

有形固定資産の取得による支出 △45,165

無形固定資産の取得による支出 △1,564

短期貸付金の増減額（△は増加） △340

その他 128

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,003

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △56,419

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,285

現金及び現金同等物の期首残高 972,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 939,332



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）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。

（６）四半期貸借対照表関係の注記

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 211,808千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 203,205千円

（７）四半期損益計算書関係の注記

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．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。　　

役員報酬　 33,406千円

従業員給与　 40,883千円

賞与引当金繰入額　 16,957千円

役員退職慰労引当金繰入額　 9,936千円

退職給付費用　 1,624千円

減価償却費　 1,828千円

※２．当社では、通常の営業の形態として、第４四半期に

完了する業務の割合が多いため、四半期毎の売上高

に季節的変動があります。

（８）四半期キャッシュ・フロー計算書関係の注記

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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

　　（平成20年６月30日現在）

現金及び現金勘定 1,029,332千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △90,000千円

現金及び現金同等物の四半期末残高 939,332千円
 



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期損益計算書

 （単位：千円）

区分

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

金額

Ⅰ　売上高 852,566

Ⅱ　売上原価 755,117

売上総利益 97,449

Ⅲ　販売費及び一般管理費 157,093

営業損失（△）　 △59,644

Ⅳ　営業外収益 21,486

１．受取利息 148

２．受取配当金 1,415

３．有価証券利息 695

４．定期保険解約返戻金 13,760

５．退職給付引当金戻入益 4,069

６．その他 1,396

Ⅴ　営業外費用 0

　　支払利息 0

経常損失（△） △38,158

Ⅵ　特別利益 1,087

　　貸倒引当金戻入益 1,087

税引前第１四半期純損失（△） △37,071

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等調整額 △14,477

第１四半期純損失（△） △23,538



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

 （単位：千円）

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前第１四半期純損失（△） △37,071

減価償却費 30,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,087

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,797

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,364

受取利息及び受取配当金 △2,259

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） 185,815

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,598

仕入債務の増減額（△は減少） 48,529

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,391

その他 △64,647

小計 △22,808

利息及び配当金の受取額 1,564

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △286,898

営業活動によるキャッシュ・フロー △308,142

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △290,000

定期預金の払戻による収入 40,000

有形固定資産の取得による支出 △12,439

無形固定資産の取得による支出 △20,553

貸付金の増減による収支 786

その他 △23,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,464

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △63,557

財務活動によるキャッシュ・フロー　 △63,557

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △677,164

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,810,928

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,133,763
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