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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 4,009 13.5 227 40.7 222 34.1 99 25.5
20年3月期第1四半期 3,533 0.2 161 15.3 165 23.1 79 16.8

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 17.45 ―

20年3月期第1四半期 13.31 13.20

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 7,403 3,045 39.2 511.68
20年3月期 7,536 3,075 39.2 516.05

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,903百万円 20年3月期  2,950百万円

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 ― 7.00 ― 20.00 27.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 20.00 27.00

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 8,000 13.5 415 17.9 400 13.1 180 3.3 31.48
通期 16,450 10.9 925 12.9 895 10.7 405 △2.8 70.83

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  有  

（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。  

(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．平成21年３月期の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも平成20年５月15日に公表しました数値に変更はありません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。 
３．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  6,191,100株 20年3月期  6,191,100株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  515,738株 20年3月期  473,318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  5,691,642株 20年3月期第1四半期  5,946,255株
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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におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国サブプライムローン問題等の不

安定要因により、企業収益は急速に落ち込み、景気の先行きは一段と不透明なものとなっております。

　情報サービス産業におきましては、金融業向けを中心に情報関連投資が堅調に推移するものの、受注競争の激化や

顧客ニーズに即した人材の不足が続いております。

　このような環境のもと、当社グループでは前期に引き続き「営業力強化戦略」「人材獲得戦略」「品質・技術力強

化戦略」の推進による経営基盤の強化に取り組みつつ、また前期から加わった採用支援サービス等の新規ビジネスの

展開に努めてまいりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高40億９百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益２億

27百万円（同40.7％増）、経常利益２億22百万円（同34.1％増）、四半期純利益99百万円（同25.5％増）となりまし

た。

①ＩＴサービス（ＩＴ支援）

　当サービスは、顧客要求水準の一層の高まりや他社との競争が激化する中、前期に引き続きシステム開発の伸長、

並びにERP パッケージの導入支援・保守業務の拡大により前年同期と比べ増収となりました。

　これらの結果、売上高は15億84百万円（前年同期比10.8％増）となりました。

②マーケティングサポートサービス（営業支援）

　当サービスは、前期に引き続き医療機器製造販売会社向けの営業支援業務が伸長し、また株式会社シンカが前期よ

り当社グループに参画したことから前年同期と比べ増収となりました。

　これらの結果、売上高は15億47 百万円（前年同期比13.7％増）となりました。

③データマネジメントサービス（業務支援）

　当サービスは、既存顧客であるカード会社の営業拠点・業務センターの統廃合に伴う大型案件の獲得、並びに既存

業務拡大により伸長し、前年同期と比べ増収となりました。

　これらの結果、売上高は８億77百万円（前年同期比18.3％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　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に比べ１億32百万円減少し、74億３百万円となりました。

主な要因は仕入債務の支払や配当金の支払に伴う現金及び預金の減少１億80百万円によるものであります。

　負債は前連結会計年度末に比べ１億３百万円減少し、43億58百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金

の減少１億19百万円によるものであります。

　また、純資産は30億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、自己資本比率は39.2％となってお

ります。

（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。）は前連結会計年度末に比べ１

億80百万円減少し、11億53百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況について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）

　　営業活動の結果得られた資金は１億98百万円となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益の計上

　と売上債権の回収によるものであり、主なマイナス要因は仕入債務の支払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２億24百万円となりました。主な要因は社内導入を進めているソフトウェアにか

　かる支出を含む無形固定資産の取得及び投資有価証券の取得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）

　　財務活動の結果使用した資金は１億54百万円となりました。主な要因は配当金の支払や自己株式の取得及び借入

　金の返済によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表しました「平成20年３月期　決算短信」に

 おける業績予想に変更はありません。
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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）

　該当事項はありません。

（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

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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

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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

　　　　たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

　　　　月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

　　　　に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　　　　③平成19年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成20年４月１日以後に取得した有形固定資産に

　　　　ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、営業利益、経常利益、及

　　　　び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ95千円減少しております。　　　　

　　　　　なお、この変更は当連結会計年度より実施しましたが、これは前連結会計年度においては減価償却費計算に関

　　　　する会計システムの変更が間に合わなかったことによるものであります。
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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 

（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 1,153,526 1,333,945

受取手形及び売掛金 2,093,225 2,213,991

商品 7,186 17,880

製品 24,701 26,695

原材料 1,613 1,360

仕掛品 27,559 15,124

貯蔵品 8,738 12,578

繰延税金資産 418,381 418,384

その他 438,624 399,890

貸倒引当金 △44,239 △36,484

流動資産合計 4,129,319 4,403,366

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 432,087 434,781

工具、器具及び備品（純額） 172,793 172,150

土地 767,010 767,010

その他（純額） 21,842 23,235

有形固定資産合計 1,393,733 1,397,178

無形固定資産   

ソフトウエア 448,363 393,978

のれん 327,912 344,921

その他 146,061 124,673

無形固定資産合計 922,337 863,572

投資その他の資産   

投資有価証券 303,639 207,880

敷金及び保証金 276,450 276,486

保険積立金 164,850 159,627

繰延税金資産 139,756 146,868

その他 72,062 79,121

投資その他の資産合計 956,760 869,984

固定資産合計 3,272,832 3,130,734

繰延資産 1,842 2,119

資産合計 7,403,994 7,536,220
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 697,325 817,159

短期借入金 747,515 714,213

1年内返済予定の長期借入金 152,016 157,014

1年内償還予定の社債 450,000 450,000

未払金 800,422 834,472

未払法人税等 88,757 33,073

未払消費税等 116,128 101,972

賞与引当金 181,252 166,394

その他 202,424 170,669

流動負債合計 3,435,842 3,444,968

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 408,571 444,066

長期未払金 130,976 165,411

退職給付引当金 50,949 50,562

役員退職慰労引当金 131,670 156,126

固定負債合計 922,167 1,016,166

負債合計 4,358,010 4,461,134

純資産の部   

株主資本   

資本金 762,725 762,725

資本剰余金 985,635 985,635

利益剰余金 1,684,334 1,699,388

自己株式 △539,537 △497,410

株主資本合計 2,893,157 2,950,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,802 339

評価・換算差額等合計 10,802 339

新株予約権 60 60

少数株主持分 141,963 124,347

純資産合計 3,045,984 3,075,085

負債純資産合計 7,403,994 7,536,220

- 2 -



（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 4,009,384

売上原価 2,936,660

売上総利益 1,072,724

販売費及び一般管理費 844,921

営業利益 227,802

営業外収益  

受取配当金 3,365

雑収入 2,551

その他 476

営業外収益合計 6,392

営業外費用  

支払利息 9,789

その他 2,276

営業外費用合計 12,065

経常利益 222,130

特別損失  

投資有価証券評価損 2,499

貸倒引当金繰入額 7,500

役員退職慰労金 8,400

その他 2,228

特別損失合計 20,628

税金等調整前四半期純利益 201,501

法人税、住民税及び事業税 82,011

法人税等調整額 22

法人税等合計 82,033

少数株主利益 20,166

四半期純利益 99,301
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（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 201,501

減価償却費 41,105

繰延資産償却額 276

のれん償却額 17,008

投資有価証券評価損益（△は益） 2,499

固定資産除却損 591

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,754

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 387

受取利息及び受取配当金 △3,584

支払利息 9,789

投資有価証券売却損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 120,765

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,838

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,610

仕入債務の増減額（△は減少） △119,833

未払金の増減額（△は減少） △10,281

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,155

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,008

長期未払金の増減額（△は減少） △34,435

小計 231,340

利息及び配当金の受取額 3,584

利息の支払額 △9,853

法人税等の支払額 △26,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,745

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 △11,820

無形固定資産の取得による支出 △122,499

投資有価証券の取得による支出 △93,023

投資有価証券の売却による収入 68

貸付金の回収による収入 8,014

その他の支出 △5,441

その他の収入 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,611
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（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) 

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） 33,302

長期借入金の返済による支出 △40,493

自己株式の取得による支出 △42,127

配当金の支払額 △102,685

少数株主への配当金の支払額 △2,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,418

現金及び現金同等物の期首残高 1,333,945

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,153,526

- 5 -



  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。

（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

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第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．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　6,191,100株

２．自己株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　515,738株

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　連結子会社　60千円

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
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 配当の原資

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 114,355 20 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,533,599

Ⅱ　売上原価 2,708,957

売上総利益 824,642

Ⅲ　販売費及び一般管理費 662,758

営業利益 161,883

Ⅳ　営業外収益 12,999

Ⅴ　営業外費用 9,187

経常利益 165,695

Ⅵ　特別利益 3,097

Ⅶ　特別損失 20,623

税金等調整前四半期純利益 148,168

税金費用 69,860

少数株主損失 △846

四半期純利益 79,155

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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純利益 148,168

　減価償却費 30,935

　繰延資産償却額 932

　のれん償却額 3,013

　固定資産除却損 25

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,519

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,266

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △246,715

　受取利息及び受取配当金 △3,464

　支払利息 6,458

　売上債権の増減額（△は増加） 130,504

　たな卸資産の増減額（△は増加） △22,723

　その他流動資産の増減額（△は増加） △29,384

　仕入債務の増減額（△は減少） 20,496

　未払金の増減額（△は減少） 251,339

　その他流動負債の増減額（△は減少） 58,742

　その他 △5,452

小計 353,663

　利息及び配当金の受取額 3,543

　利息の支払額 △6,472

　法人税等の支払額 △253,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,166

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △1,836

　無形固定資産の取得による支出 △31,172

　投資有価証券の取得による支出 △40,700

　貸付による支出 △23,286

　貸付金の回収による収入 11,209

　投資その他の資産の増加による支出 △5,744

　投資その他の資産の減少による収入 27,023

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,506

Ⅲ　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） 270,000

　株式の発行による収入 26,827

　自己株式の取得による支出 △27,516

　配当金の支払額 △105,803

　少数株主への配当金の支払額 △1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー 161,806

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 194,466

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,259,842

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,454,309

－ 4 －
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