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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 1,449 ― 85 ― 88 ― 48 ―

20年3月期第1四半期 1,273 ― 2 ― 6 ― 3 ―

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 2,779.08 ―

20年3月期第1四半期 188.08 ―

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 2,360 1,506 63.8 86,061.21
20年3月期 2,550 1,494 58.6 85,375.23

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,506百万円 20年3月期  1,494百万円

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 ― ― ― 2,200.00 2,200.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,400.00 2,400.00

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 3,190 12.8 141 19.0 145 15.4 76 10.5 4,360.00
通期 6,800 12.8 590 16.5 600 15.4 315 8.1 18,000.00

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  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。  

(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、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) 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  17,500株 20年3月期  17,500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  17,500株 20年3月期第1四半期  17,500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．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。 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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については２ページ【定性的情報・財務
諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  
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【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経済は、サブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱や

原油・原材料価格の高騰に伴う国内物価への影響等、景気の先行きに対する懸念が生じており

ます。また、このような環境の下、顧客においては IT 投資の厳選化が進み、かつその品質及び

価格等についても従来以上に追求する傾向があります。また、業界全般の傾向として IT 技術者

が不足していることから、その安定的な確保が重要な経営課題となっており、当社を取り巻く

事業環境は厳しさを増しております。 

このような情勢の中、当社は業容拡大と業績確保を目指し、コア事業への重点対応及び付加

価値の向上に努めてまいりました結果、当第 1四半期は売上高 1,449 百万円（前年同期比 13.9％

増）、営業利益 85 百万円（前年同期比 3,962.3％増）、経常利益 88 百万円（前年同期比 1,217.2％

増）、四半期純利益 48 百万円（前年同期比 1,377.6％増）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて 199 百万円減少し、1,682 百万円となりました。これは、

仕掛品の増加が 45 百万円あったものの、現金及び預金の減少 60 百万円、売掛金の減少 184 百万

円等があったためであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 9 百万円増加し、678 百万円となりました。これは投資有

価証券の取得が 9百万円あったためであります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて 186 百万円減少し、762 百万円となりました。これは、法

人税等の支払いによる未払法人税等の減少 110 百万円、賞与の支給による賞与引当金の減少 97

百万円等があったためであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて 15 百万円減少し、91 百万円となりました。これは返済に

よる長期借入金の減少 5百万円、役員退職慰労金の支給による未払役員退職金の減少７百万円等

があったためであります。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて 12 百万円増加し、1,506 百万円となりました。これは、配

当金の支払いによる繰越利益剰余金の減少が 38 百万円あったものの、四半期純利益が 48 百万

円あったため等であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の業績につきましては、平成 20 年３月期決算短信（非連結）（平成 20 年５月

９日付公表）で発表いたしました業績予想から変更はありません。 

(注)上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に

影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績

は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる場合があります。 
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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 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末 

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正 

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して 

算定する方法によっております。 

③ 税金費用の計算方法 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

    なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

(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」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日  

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 

基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期会計 

期間から適用しております。 

  ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 

   企業会計基準第９号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、 

原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 
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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 766,898  827,004

受取手形及び売掛金 704,473  889,788

  仕掛品 53,418  8,209

  その他 157,556  156,472

      流動資産合計 1,682,346  1,881,475

固定資産  

有形固定資産 271,695  265,863

無形固定資産 166,287  170,723

投資その他の資産 240,331  232,475

固定資産合計 678,315  669,062

資産合計 2,360,661  2,550,537
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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） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 376,983  417,066

     一年内返済予定長期借入金 20,000  20,000

     未払費用 123,125  80,460

     未払法人税等 37,714  147,997

     賞与引当金 103,708  201,228

     役員賞与引当金 2,475  11,937

     その他 98,588  70,673

     流動負債合計 762,596  949,365

  固定負債  

      長期借入金 5,000  10,000

      その他 86,993  97,106

固定負債合計 91,993  107,106

負債合計 854,590  1,056,471

純資産の部  

株主資本  

     資本金      308,900  308,900

     資本剰余金 248,900  248,900

    利益剰余金 946,161  936,027

    株主資本合計 1,503,961  1,493,827

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,109  239

評価・換算差額等合計 2,109  239

純資産合計 1,506,071  1,494,066

負債純資産合計 2,360,661  2,550,537
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（2）【四半期損益計算書】  

(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) 

 

  売上高 1,449,664

  売上原価 1,164,532

売上総利益 285,132

販売費及び一般管理費 199,722

営業利益 85,409

営業外収益 

 受取利息 6

 受取配当金 326

匿名組合投資利益 2,375

その他 416

営業外収益合計 3,125

営業外費用 

 支払利息 129

営業外費用合計 129

経常利益 88,406

 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,186

その他 367

特別損失合計 4,554

税引前四半期純利益 83,851

 

    法人税、住民税及び事業税 35,217

    四半期純利益 48,633
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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 83,851

減価償却費 20,702

賞与引当金の増減額 △97,519

役員賞与引当金の増減額 △9,462

未払役員退職金の増減額 △7,680

受取利息及び受取配当金 △332

支払利息 129

投資有価証券評価損 4,186

匿名組合投資利益 △2,375

固定資産除却損 116

売上債権の増減額 185,314

たな卸資産の増減額 △45,208

仕入債務の増減額 △40,083

その他流動資産の増減額 △1,083

その他流動負債の増減額 59,921

その他 37

小計 150,513

利息及び配当金の受取額 332

利息の支払額 △144

法人税等の支払額 △141,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,920

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 △11,666

無形固定資産の取得による支出 △10,549

投資有価証券の取得による支出 △9,743

敷金の差入による支出 △538

敷金の返還による収入 124

保険積立金の積立による支出 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,425

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 △5,000

配当金の支払額 △31,601

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,601

現金及び現金同等物の増減額 △60,106

現金及び現金同等物の期首残高 827,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,898
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なお、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 

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

   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１四半期会計期間（自 平成 20 年４月 1日 至 平成 20 年６月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

(1) （要約）前四半期損益計算書 

 
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（千円） 

 

  Ⅰ 売上高 1,273,112

  Ⅱ 売上原価 1,099,949

売上総利益 173,163

Ⅲ 販売費及び一般管理費 171,060

営業利益 2,102

Ⅳ 営業外収益 4,904

Ⅴ 営業外費用 294

経常利益 6,711
 

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 1,017

税引前四半期純利益 5,694
 

      税金費用 2,403

      四半期純利益 3,291
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「参考資料」 

(2)（要約）前四半期キャッシュ･フロー計算書 

 
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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１. 税引前四半期純利益 5,694

２. 減価償却費 6,221

３. 賞与引当金の増減額 △86,804

４. 役員退職慰労引当金の増減額 △549

５. 受取利息及び受取配当金 △1,297

６. 支払利息 244

７. 匿名組合投資利益 △2,140

８. 固定資産除却損 1,017

９. 売上債権の増減額 135,162

10. たな卸資産の増減額 △31,998

11. 仕入債務の増減額 △65,442

12. その他流動資産の増減額 △30,267

13. その他流動負債の増減額 29,838

14. 役員賞与の支払額 △11,600

15. その他 37

小計 △51,884

16. 利息及び配当金の受取額 1,297

17. 利息の支払額 △193

18. 法人税等の支払額 △116,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △167,026

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１. 有形固定資産の取得による支出 △4,041

２. 無形固定資産の取得による支出 △15,514

３. 敷金の差入による支出 △130

４. 保険積立金の積立による支出 △1,677

５. 出資金の取得による支出 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,413

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１. 長期借入金の返済による支出 △5,000

２. 配当金の支払額 △35,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △228,439

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 803,308

574,868Ⅵ 現金及び現金同等物の 
四半期末残高 
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