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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 235 ― △9 ― △4 ― △2 ―

20年3月期第1四半期 251 △12.1 △2 ― 0 ― 0 ―

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 △0.85 ―

20年3月期第1四半期 0.00 ―

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 1,121 687 61.2 200.86
20年3月期 1,112 718 64.6 210.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  687百万円 20年3月期  718百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.50 8.50

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 650 ― 50 ― 55 ― 32 ― 9.35
通期 1,400 5.7 125 8.5 130 7.1 70 20.8 20.46

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  3,500,000株 20年3月期  3,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  78,700株 20年3月期  78,700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  3,421,300株 20年3月期第1四半期  3,422,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合がありま
す。 
２．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。  



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１四半期におけるわが国の経済は、昨年からの米国サブプライムローン問題に端を発する金融不安、エネル

ギー・原材料価格の高騰などにより、不透明感が急速に増大し、企業の設備投資マインドも大幅に低下いたしまし

た。　

　当情報サービス業界におきましても、金融・通信業などによる情報化投資は引き続き堅調に推移するものと思わ

れますが、全般的には慎重な姿勢が強まっているものと思われます。　

　このような状況下、当社は新規顧客案件の発掘等拡販活動に注力してまいりましたが、売上高は前年同期比

6.2％減の２億35百万円となりました。損益につきましては、販売促進費の増加もあり、営業損失は９百万円（前

年同期は営業損失２百万円）、経常損失は４百万円（前年同期は経常利益０百万円）、四半期純損失は２百万円

（前年同期は四半期純利益０百万円）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ８百万円増の11億21百万円となりました。これは主に、

仕掛品の増加によるものであります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ39百万円増の４億33百万円となりました。これは主に、未払費用及び

前受金の増加によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ31百万円減の６億87百万円となりました。これは主に、配当金の支払により利益

剰余金が減少したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

 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25百万円増加し２

億27百万円となりました。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動の結果獲得した資金は、70百万円となりました。これは主に、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）　

投資活動の結果使用した資金は、５百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出による

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、39百万円となりました。これは配当金の支払及び長期借入金の返済による支

出によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

平成20年５月15日の決算短信で発表しました、第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

　

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

①　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「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、個別法に

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。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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 277,726 251,754

受取手形及び売掛金 132,958 176,485

有価証券 50,100 －

商品 26 －

仕掛品 34,206 12,985

その他 69,954 62,829

貸倒引当金 △110 △147

流動資産合計 564,861 503,907

固定資産   

有形固定資産   

建物 60,465 61,357

土地 165,110 165,110

その他 12,642 13,032

有形固定資産合計 238,217 239,499

無形固定資産 24,039 25,851

投資その他の資産   

投資有価証券 258,377 307,017

その他 35,651 36,719

投資その他の資産合計 294,028 343,737

固定資産合計 556,285 609,088

資産合計 1,121,147 1,112,995

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,190 52,008

1年内返済予定の長期借入金 30,884 40,832

未払法人税等 8,314 8,151

賞与引当金 22,803 59,118

その他 236,197 140,333

流動負債合計 340,389 300,443

固定負債   

長期未払金 91,910 －

役員退職慰労引当金 － 90,839

その他 1,641 3,192

固定負債合計 93,551 94,031

負債合計 433,941 394,475
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 221,240 221,240

資本剰余金 186,906 186,906

利益剰余金 302,877 334,898

自己株式 △24,709 △24,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 890 184

純資産合計 687,205 718,520

負債純資産合計 1,121,147 1,112,995
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（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 235,941

売上原価 161,448

売上総利益 74,493

販売費及び一般管理費 83,665

営業利益 △9,171

営業外収益  

受取利息 202

受取配当金 3,697

その他 1,018

営業外収益合計 4,918

営業外費用  

支払利息 187

営業外費用合計 187

経常利益 △4,440

特別利益  

貸倒引当金戻入額 36

特別利益合計 36

税引前四半期純利益 △4,404

法人税、住民税及び事業税 8,000

法人税等調整額 △9,465

法人税等合計 △1,464

四半期純利益 △2,939
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（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  

税引前四半期純利益 △4,404

減価償却費 7,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,315

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △90,839

受取利息及び受取配当金 △3,900

支払利息 187

売上債権の増減額（△は増加） 43,527

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,247

仕入債務の増減額（△は減少） △9,817

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910

その他 102,255

小計 73,339

利息及び配当金の受取額 4,166

利息の支払額 △172

法人税等の支払額 △7,043

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,290

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 △1,560

無形固定資産の取得による支出 △3,251

投資有価証券の取得による支出 △359

その他 △118

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,289

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △9,948

配当金の支払額 △29,081

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,971

現金及び現金同等物の期首残高 201,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 227,726
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　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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

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 251,657

Ⅱ　売上原価 178,215

売上総利益 73,441

Ⅲ　販売費及び一般管理費 76,307

営業損失（△） △2,866

Ⅳ　営業外収益 3,661

Ⅴ　営業外費用 376

経常利益 417

Ⅵ　特別利益 195

税引前四半期純利益 613

税金費用 588

四半期純利益 24
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

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

 

税引前四半期純利益　 613

減価償却費　 9,287

賞与引当金の減少額　 △29,953

役員退職慰労引当金の増加
額　

943

受取利息及び受取配当金　 △3,144

支払利息 376

売上債権の減少額 231,806

たな卸資産の増加額 △5,145

仕入債務の減少額 △177,540

その他 90,404

小計 117,649

利息及び配当金の受取額　 3,261

利息の支払額　 △376

法人税等の支払額　 △79,020

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

41,513

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入れによる支
出　

△30,000

投資有価証券の取得による
支出　

△5,015

パッケージ・ソフトウェア
開発による支出　

△6,301

その他　 △2,074

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△43,392

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による支
出　

△9,948

配当金の支払額　 △29,087

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△39,035
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△40,913

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

223,381

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

182,467
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