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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 519 ― 21 ― 21 ― 8 ―
20年3月期第1四半期 419 50.3 △57 ― △55 ― △16 ―

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 131.77 122.64
20年3月期第1四半期 △248.71 ―

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 1,732 1,466 84.7 21,748.56
20年3月期 1,750 1,457 83.3 21,464.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,466百万円 20年3月期  1,457百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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  

平成21年３月期の業績見通しにつきましては、特定の数値による予想ではなく、レンジ形式による開示としております。  

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
1,019

～1,044
14.0 

～16.8
△40

～△16
―

△40
～△16

―
△23 

～△9
―

△341.22
～△133.52

通期
2,253

～2,344
16.3 

～21.0
109

～196
214.6

～465.7
109

～196
179.5

～402.5
62 

～111
86.2 

～233.4
919.80

～1,646.74

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、７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  67,977株 20年3月期  67,890株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  532株 20年3月期  528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  67,406株 20年3月期第1四半期  67,509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．平成21年３月期の業績予想については、平成20年５月９日に公表しております業績予想に変更はありません。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。なお、上記予想に関する事項は、５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」をご参照ください。 
３．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」に従い四半期報財務諸表を作成しております。  
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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１四半期会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国の経済は、サブプライムローン問

題等による米国経済の減速、原油をはじめとしたエネルギー資源や原材料の価格高騰による物価上昇等により、企業

収益並びに個人消費が弱含んでおり、景気減速感が引き続き増しております。

不動産業界におきましては、建築費の高騰、改正建築基準法の影響による着工数の減少、金融機関の不動産案件融

資の厳格化等、不動産市況の調整局面が続いており、先行きについても注意が必要と見られております。

　当社を取り巻くインターネット・ITサービス市場におきましては、SaaS型サービスの認知度向上とともに需要は一

層顕在化しつつあり、SaaS市場は活発な動向を見せております。

このような情勢のなかで、当社は、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの本格的な拡販

を展開し、不動産会社向けの全国各地におけるマーケティング活動に注力してまいりました。

　営業体制につきましては、平成20年4月に新卒採用した20数名の営業社員が、実地訓練を中心とした早期戦力化を目

的とした研修を経て、売上高・顧客数の増進に向けて営業活動を開始しております。また、平成20年７月には中京圏

の顧客をカバーする名古屋支店の開設も予定しており、営業体制のより一層の強化・整備を推進してまいりました。

当社の商品・サービス状況については、ＡＳＰサービスの新ラインアップであるIP型「不動産物件情報更新管理デー

タベース・システム（売買版）」を平成20年６月にリリースし、また、平成20年７月にIP型「賃貸管理システム」、

平成20年８月にIP型「不動産会社向け営業支援システム」のリリースを予定しており、第２四半期以降の販売実績の

積上げを推進すべく開発活動に注力してまいりました。

また、社内体制につきましては、内部統制の構築・強化を推進する一方で、業務効率化に向けた組織体制の見直し

や社員のコストに対する意識強化を図り、コスト管理についても推進してまいりました。

その結果、当第１四半期会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における売上高は519,978千円（前年同

期比23.9％増）、営業利益は21,128千円（前年同期 営業損失57,166千円）、経常利益は21,344千円（前年同期　経常

損失55,808千円）、四半期純利益は8,881千円（前年同期 四半期純損失16,789千円）となっております。

（売上高）

ＡＳＰサービスにおいては、全国規模で営業活動を展開している当社の主力サービス「不動産物件情報更新管理

データベース・システム」の基本ライセンス及び付随する各種オプショナルサービスの拡販を促進してまいりました。

これにより、ＡＳＰサービスの総顧客数は当第１四半期会計期間末時点で申込ベース1,563社（2,086店舗）となり、

前事業年度末時点より94社（168店舗）純増しました。その結果、売上高は241,050千円（前年同期比45.6％増）とな

りました。

ＡＳＰサービス顧客平均月額単価（※）については、当第１四半期会計期間において、４月実績約54,300円／社、

５月実績約53,600円／社、６月実績約53,700円／社と一定の水準を保っております。

 （※）物販等を除く、「当月のＡＳＰサービス売上高」を「当月のＡＳＰサービス提供ベース社数」で除した数値

アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、主に、ヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！

不動産」に新築マンション及び新築一戸建て物件情報の掲載登録を行う入稿センター業務が好調に推移し、また、

「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務の手数料収入（取扱高総額ではなく、当社の手数料収入部

分のみを売上計上）も順調に推移してまいりました。システム受託開発においては、賃貸管理システムに関するコン

サルティング業務や既存顧客の追加システム開発案件が積み上がりました。その結果、売上高は258,913千円（前年

同期比16.0％増）となりました。

ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約の一部解約があり、売上高は20,015千円

（前年同期比35.6％減）となりました。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高を、ストック要素売上高及びフロー要素売上高に区分すると、ストック

要素売上高は456,609千円（前年同期比25.9％増）、フロー要素売上高63,369千円（前年同期比11.1％増）となって

おり、当社の目指す安定的な収益であるストック要素売上高が占める割合は87.8％（前年同期86.4％）と高い水準を

維持しております。

（売上原価）

主に前事業年度に導入したサーバ設備・システム基盤、サービス提供用自社資産システム・ソフトウェアの減価償

却費やシステム管理維持費等が計上された結果、272,372千円（前年同期比0.6％減）となりました。
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（販売費及び一般管理費）

平成20年４月の新入社員20数名の増員に伴う人件費等が計上された結果、226,477千円（前年同期比11.6％増）と

なりました。

平成21年３月期第１四半期会計期間における経営成績は、以下のとおりであります。

前第１四半期会計期間

（自平成19年４月１日

至平成19年６月30日）

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）

増減 増減率

（千円） （千円） （千円） （％）

 売上高 419,842 519,978 100,136 23.9

 営業利益 △57,166 21,128 78,294 －

 経常利益 △55,808 21,344 77,152 －

 当期純利益 △16,789 8,881 25,671 －

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高の概況は以下のとおりであります。

品　　　 目

前第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

対前年

増減率

（％）
売上高（千円） 構成割合（％） 売上高（千円） 構成割合（％）

ＡＳＰサービス

（ＡＳＰ運用業務）
165,524 39.4 241,050 46.4 45.6

アドヴァンストＡＳＰサービス

（ＡＳＰ開発業務）
223,215 53.2 258,913 49.8 16.0

ネットワーク・ソリューション 31,102 7.4 20,015 3.8 △35.6

合　　　 計 419,842 100.0 519,978 100.0 23.9

ＡＳＰソリューション事業の要素別売上高の概況は以下のとおりであります。

要素 品目

 前第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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）

対前年

増減率

（％）
売上高（千円） 構成割合（％） 売上高（千円） 構成割合（％）

 ストック要素

（※１）
 ＡＳＰサービス 165,524 39.4 241,050 46.4 45.6

  ネットワーク・ソリューション 31,102 7.4 20,015 3.8 △35.6

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
147,014 35.0 168,433 32.4 14.6

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
19,142 4.6 27,110 5.2 41.6

 小計 362,784 86.4 456,609 87.8 25.9

 フロー要素

（※２）

 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
57,058 13.6 63,369 12.2 11.1

  合計 419,842 100.0 519,978 100.0 23.9

※１ ストック要素

継続的な契約にもとづき、毎月一定の売上が計上されます。契約数・契約単価が増加すると毎月の売上が増加し、

契約を積上げていくことで安定した収益を上げることが可能です。

 ※２ フロー要素

都度の契約にもとづき、１契約（１納品）につき１回売上が計上されます。受注件数・受注金額が増加すると売上

が増加しますが、継続的ではなく、一時的な売上となるので事業年度毎に変動する余地が大きい性質を持つ売上で

あります。
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平成20年３月～６月におけるＡＳＰサービスの総顧客数の推移は以下のとおりであります。  

（単位：社、店舗） 
 平成20年

 3月 4月  5月  6月 

社数
サービス提供ベース 1,454 1,451 1,490 1,527

申込ベース 1,469 1,468 1,512 1,563

店舗数
サービス提供ベース 1,890 1,898 1,961 2,016

申込ベース 1,918 1,917 1,995 2,086

 ※物販等を除く

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

（資産）

　　当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は881,579千円（前事業年度末　952,171千円）となり、70,592

千円減少しました。これは主に、現金及び預金が51,687千円、受取手形及び売掛金が18,865千円、繰延税金資産が

10,968千円減少したこと等によるものであります。

　また、当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は851,095千円（前事業年度末　798,161千円）となり、

52,933千円増加しました。これは主に、自社商品・サービスの開発を推進したことによりソフトウェア及びソフト

ウェア仮勘定が24,731千円、サービス提供用ハードウェアを購入したこと等により工具器具及び備品が21,816千円

増加したこと等によるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は212,123千円（前事業年度末　242,637千円）となり、30,514

千円減少しました。これは主に、預り金が12,105千円、前受金が7,182千円増加した一方、未払消費税が34,454千円、

賞与引当金が26,474千円減少したこと等によるものであります。

　また、当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は53,719千円（前事業年度末　50,492千円）となり、

3,227千円増加しました。これは、「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務に係る預り保証金が

3,227千円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、1,466,831千円（前事業年度末　1,457,203千円）となり、

9,627千円増加しました。これは、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金があわせて940千円、当期純利益

による繰越利益剰余金が8,881千円増加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１四半期会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、524,024千円となり、前事業

年度末より51,687千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、当第１四半期会計期間において39,554千円の増加となりました。主な収入は、税引前当

期純利益21,053千円、減価償却費45,588千円、売上債権の減少26,047千円等であり、主な支出は、未払消費税等の

減少額34,454千円、賞与引当金の減少額26,474千円、法人税等の支払額7,703千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、当第１四半期会計期間において91,987千円の減少となりました。主な支出は、有形・無

形固定資産の取得による支出86,680千円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、当第１四半期会計期間において745千円の増加となりました。収入は新株予約権の行使に

伴う株式の発行による収入940千円であり、支出は自己株式取得による支出194千円であります。 
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３．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９日に公表しております業績予想に変更はありません。

当社の平成21年３月期の通期業績予想は以下の通りであります。

売上高　　　2,253～2,344百万円（前期比　  16.3～21.0％増）　　　　

 営業利益　　　  109～196百万円（前期比　214.6～465.7％増）

 経常利益　　　  109～196百万円（前期比　179.5～402.5％増）

 当期純利益　　   62～111百万円（前期比　 86.2～233.4％増）

　平成21年３月期の業績見通しにつきましては、ＡＳＰサービス売上高に影響を与える営業人員の変動（増加）数が

大きく、且つ、受託開発案件の受注状況の変動が業績へ与える影響も大きいことを勘案した結果、特定の数値による

予想ではなく、レンジ形式による開示としております。

（当第１四半期会計期間の予実分析）

　当第１四半期会計期間のＡＳＰソリューション事業全体の売上高については、平成20年５月９日に公表しました四

半期ベースでの予想と比較しますと、予想を6.3％上回る結果となりました。

品目別に見ますと、ＡＳＰサービスが前年同期比では45.6％の増収となったものの、品目別の売上予想との比較で

は若干下回る結果となりました。

一方で、不動産業界の新築分野における市況の変化を考慮していたヤフー入稿センター業務については、マンショ

ン市況減速の影響は当初想定していたよりも顕在化しておらず、また、受託開発についても当初見込んでいなかった

案件を受注できたこと等により予想を上回りました。

売上原価及び販売管理費の合計である総コストについては、購入資産および保守・維持費等の見直し、営業経費の

抑制により、全体的に予想策定時の計画と比較しまして費用を抑える結果となりました。

以上により、営業利益については予想を上回る結果となりました。

（当第２四半期会計期間以降の活動方針）

　当第２四半期会計期間以降につきましては、ストック要素であるＡＳＰサービスの拡販及び新商品の開発に注力し、

事業拡大を図っていく方針であります。

営業体制については、当第２四半期会計期間以降、平成20年４月に入社した20数名の新卒営業社員が本格的に稼働

することに加え、平成20年７月に開設した名古屋支店が中京圏市場への本格的な営業を開始することにより、売上高

及び顧客数増加の加速化が進むものとみております。また、入社２年目以降の比較的入社歴の浅い営業社員の熟練度

向上に伴う営業活動の効率化も期待でき、更にＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスのリリースを随時予定している

こともあり、新規顧客の獲得及び既存顧客の新商品・サービスの追加契約の増加も促進されるものとみております。

　開発体制については、平成20年６月にリリースしたIP型「不動産物件情報更新管理データベース・システム（売買

版）」に引き続き、当第２四半期会計期間以降も、IP型「賃貸管理システム」（平成20年７月リリース予定）、IP型

「不動産会社向け営業支援システム」（平成20年８月リリース予定）等、自社のＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービ

ス開発に注力する方針であり、ＡＳＰ・SaaS形態の新商品・サービスの投入を加速していく予定であります。

売上原価及び販売管理費の合計である総コストについては、コスト管理の強化を引き続き強化していく方針であり

ます。コスト増加要因である名古屋支店開設・運営費用については、業績予想には盛込み済みであり、総コスト全体

としては、概ね想定レベル内で推移していくものとみております。

平成20年４月１日から平成20年９月30日までの平成21年３月期第２四半期累計期間における業績見通しは、売上高

1,019～1,044百万円、営業損失16～40百万円、経常損失16～40百万円、当期純損失9～23百万円、通期の業績見通し

は、売上高2,253～2,344百万円、営業利益109～196百万円、経常利益109～196百万円、当期純利益62～111百万円と

見込んでおります。

なお、本予想数値については、ある一定期間に営業一人が獲得できる顧客数、単価及び活動可能な市場規模から総

合的判断しており、獲得する顧客及び単価が計画どおりに達成できない場合や新サービスの開始時期等が計画どおり

に進捗しなかった場合は、当社の業績見通しに影響を与える可能性があります。　　　　 
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平成21年３月期第１四半期会計期間における実績と予想の比較は以下のとおりであります。  

実績

（百万円）

予想

（百万円）

差額

（百万円）

 売上高 519 481～489 30～38

 営業利益 21 △41～△34 55～62

 経常利益 21 △41～△34 55～62

 当期純利益 8 △24～△19 27～32

平成21年３月期におけるＡＳＰソリューション事業の売上高に係る通期の業績予想の内訳については、以下のと

おりであります。

要素 品目

 前事業年度

 平成20年３月期

（百万円） 

 業績予想

 平成21年３月期

（百万円）

対前年

増減率

（％）

 ストック要素  ＡＳＰサービス 790 1,298～1,368 64.1～73.0

  ネットワーク・ソリューション 110 77 △30.4

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
613 600 △2.3

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
94 89 △5.9

 小計 1,610 2,064～2,134 28.2～32.5

 フロー要素
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
327 198～210 △42.3～△35.9

  合計 1,937 2,253～2,344 16.3～21.0

（注）上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。

平成21年３月期における四半期累計期間の実績及び業績見通しは以下のとおりであります。

（実績）

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）

（百万円）

（予想）

第２四半期累計期間

（自平成20年４月１日

至平成20年９月30日）

（百万円）

（予想）

第３四半期累計期間

（自平成20年４月１日

至平成20年12月31日）

（百万円）

（予想）

通期

（自平成20年４月１日

至平成21年３月31日）

（百万円）

売上高 519 1,019～1,044 1,608～1,660 2,253～2,344

営業利益 21 △40～△16 1～51 109～196

経常利益 21 △40～△16 1～51 109～196

当期純利益 8 △23～△9 0～29 62～111

（注）上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。
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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

　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 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

　　　　　たな卸資産については、従来、主として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、

主として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。なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。

㈱いい生活　平成21年3月期　第1四半期決算短信（非連結）

- 7 -



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 524,024 575,711

受取手形及び売掛金 286,336 305,201

商品 463 496

仕掛品 9,864 2,428

前払費用 37,950 34,469

繰延税金資産 11,317 22,285

その他 15,119 15,285

貸倒引当金 △3,496 △3,707

流動資産合計 881,579 952,171

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 43,225 40,719

減価償却累計額 △11,508 △10,273

建物附属設備（純額） 31,717 30,446

工具、器具及び備品 331,371 298,189

減価償却累計額 △193,130 △181,764

工具、器具及び備品（純額） 138,240 116,424

有形固定資産合計 169,958 146,871

無形固定資産   

商標権 1,662 1,715

ソフトウエア 489,285 412,062

ソフトウエア仮勘定 32,701 85,193

無形固定資産合計 523,650 498,970

投資その他の資産   

敷金及び保証金 156,102 150,794

長期前払費用 1,384 1,524

投資その他の資産合計 157,486 152,319

固定資産合計 851,095 798,161

資産合計 1,732,674 1,750,333
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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   

未払金 133,657 127,891

未払法人税等 3,250 11,980

未払消費税等 － 34,454

前受金 32,250 25,068

預り金 16,508 4,402

賞与引当金 11,258 37,733

その他 15,197 1,107

流動負債合計 212,123 242,637

固定負債   

長期預り保証金 53,719 50,492

固定負債合計 53,719 50,492

負債合計 265,842 293,129

純資産の部   

株主資本   

資本金 613,870 613,400

資本剰余金   

資本準備金 703,638 703,168

資本剰余金合計 703,638 703,168

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 174,614 165,732

利益剰余金合計 174,614 165,732

自己株式 △25,291 △25,097

株主資本合計 1,466,831 1,457,203

純資産合計 1,466,831 1,457,203

負債純資産合計 1,732,674 1,750,333
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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 519,978

売上原価 272,372

売上総利益 247,606

販売費及び一般管理費 226,477

営業利益 21,128

営業外収益  

雑収入 4

貸倒引当金戻入額 211

営業外収益合計 215

経常利益 21,344

特別損失  

固定資産除却損 290

特別損失合計 290

税引前四半期純利益 21,053

法人税、住民税及び事業税 1,203

法人税等調整額 10,968

法人税等合計 12,171

四半期純利益 8,881
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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 21,053

減価償却費 45,588

固定資産除却損 290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,474

売上債権の増減額（△は増加） 26,047

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,392

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,454

預り保証金の増減額（△は減少） 3,227

その他 19,581

小計 47,258

法人税等の支払額 △7,703

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,554

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 △29,354

無形固定資産の取得による支出 △57,325

敷金及び保証金の差入による支出 △5,307

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,987

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 940

自己株式の取得による支出 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー 745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,687

現金及び現金同等物の期首残高 575,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 524,024
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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 419,842

Ⅱ　売上原価 274,035

売上総利益 145,806

Ⅲ　販売費及び一般管理費 202,973

営業損失 △57,166

Ⅳ　営業外収益 1,357

経常損失 △55,808

Ⅴ　特別利益 32,798

Ⅵ　特別損失 189

税引前四半期純損失 △23,200

法人税、住民税及び事業税 947

法人税等調整額 △7,357

四半期純損失 △16,789
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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 △23,200

　減価償却費 38,968

　投資有価証券売却益 △32,798

　固定資産除却損 189

　貸倒引当金の減少額 △1,149

　賞与引当金の減少額 △24,172

　売上債権の減少額 102,232

　たな卸資産の増加額 △9,325

　未払消費税等の減少額 △3,377

　預り保証金の増加額 2,601

　その他 17,223

小計 67,193

　法人税等の支払額 △14,882

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

52,311

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　

△566

　無形固定資産の取得によ
る支出

△35,060

　投資有価証券の売却によ
る収入

33,548

　敷金・保証金の差入によ
る支出

△8,525

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△10,604

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

株式の発行による収入 2,100

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,100

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

43,806

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

556,470

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

600,277

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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