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四半期報告書提出予定日  平成 20 年８月４日  

 
(百万円未満切捨) 

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） 

 (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 2,556 （―） 219 （―） 227 （―） 128 （―）
20 年３月期第１四半期 2,381 （23.2） 212 （69.6） 221 （67.5） 125 （64.2）
 

 
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 28  78 28  42

20 年３月期第１四半期 28  21 27  65

 

 (2) 連結財政状態 

 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 5,076 3,451 66.9 763  98

20 年３月期 5,724 3,486 60.0 772  21
(参考) 自己資本 平成 21 年３月期第１四半期 3,397 百万円   平成 20 年３月期 3,434 百万円 

 

２.配当の状況 

 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 ―  15 00 ― 15 00  30 00 

21 年３月期 ―   

21 年３月期 

（予想） 

 
15 00 ― 15 00  

30 00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

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） 
 

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 5,176 （9.0） 461 （7.5） 465 （2.0） 260 （0.5） 56 47 

通    期 11,000 （7.4） 1,098 （8.2） 1,100 （3.4） 600 （3.6） 130  32 

 (注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

 

１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した見通しであり、実際の業績は、今後の

経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する

事項は、３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。 

２．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。 
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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    ：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．その他をご参照ください。 

 

(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) 

  ①会計基準等の改正に伴う変更      ：有 

  ②①以外の変更             ：無 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。 

 

(4) 発行済株式数(普通株式) 

  ①期末発行済株式数(自己株式を含む) 

  ②期末自己株式数 

  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      4,508,013 株  

20 年３月期            4,508,013 株 

21 年３月期第１四半期           60,440 株  

20 年３月期                     60,440 株 

21 年３月期第１四半期        4,447,573 株  

20 年３月期第１四半期        4,461,323 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、国際金融市場の混乱を背景とした米国経済の減速

や原油価格の上昇等、先行き不透明感が強まりつつあります。 

当社グループが属するＩＴ関連業界におきましては、ＥＣ市場の拡大や日本版ＳＯＸ法施行に伴いＩ

Ｔによる内部統制の整備や企業内における情報セキュリティ強化等のシステム投資が引き続き増加いた

しました。 

このような状況の中で、当社グループは、プロダクト系ＳＩサービスを中核としたシステムインテグ

レーション事業の拡大に注力した結果、売上高は 25 億 56 百万円、営業利益は２億 19 百万円、経常利益

は２億 27 百万円、四半期純利益は１億 28 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は50億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億48百万

円減少しました。これは、主に売掛金が５億56百万円の減少及び繰延税金資産が81百万円減少したこと

等によるものであります。 

（負債の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は16億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億13百万

円減少しました。これは、主に法人税等の支払により２億75百万円の減少及び買掛金の支払により２億

55百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は34億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円

減少しました。これは、主に利益剰余金が61百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が97百

万円減少したこと等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 21 年３月期の業績は、ほぼ計画どおりに推移しており、平成 20 年５月８日に発表した業績予想

から変更はありません。 

 

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 

   一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

(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 「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１四半期連結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。 

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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  1,337,572 1,119,110 

  受取手形及び売掛金  1,308,509 1,831,883 

  有価証券 － 200,206 

  商品  184,692 175,541 

  未成業務支出金  112,724 125,222 

  その他  143,476 207,509 

  貸倒引当金  △15,015 △20,994 

  流動資産合計  3,071,958 3,638,479 

 固定資産  

  有形固定資産   253,729  260,208 

  無形固定資産  165,886 145,230 

 投資その他の資産   

  投資有価証券  1,153,770 1,240,423 

  その他 445,398 454,809 

  貸倒引当金  △14,538 △14,538 

  投資その他の資産合計   1,584,631  1,680,694 

  固定資産合計  2,004,247 2,086,133 

 資産合計  5,076,205 5,724,612 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金  948,857 1,204,003 

  未払法人税等  33,397 308,980 

  賞与引当金  84,252 192,046 

  その他  387,594 371,651 

  流動負債合計  1,454,101 2,076,680 

 固定負債   

  退職給付引当金  99,775 96,454 

  役員退職慰労引当金  70,453 65,149 

  固定負債合計  170,228 161,603 

 負債合計  1,624,329 2,238,284 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  840,542 840,542 

  資本剰余金  898,957 898,957 

  利益剰余金  2,000,541 1,939,246 

  自己株式  △128,819 △128,819 

  株主資本合計  3,611,222 3,549,926 

 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  △213,366 △115,461 

  評価・換算差額等合計  △213,366 △115,461 

 少数株主持分  54,020 51,862 

  純資産合計  3,451,876 3,486,328 

 負債純資産合計  5,076,205 5,724,612 
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(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  2,556,291 

売上原価  1,826,602 

売上総利益  729,688 

販売費及び一般管理費   510,184 

営業利益  219,504 

営業外収益   

 受取利息  1,355 

 受取配当金  121 

 貸倒引当金戻入額  5,978 

 その他  4,125 

 営業外収益合計  11,581 

営業外費用   

 和解金 3,399 

 その他  69 

 営業外費用合計 3,469 

経常利益  227,616 

税金等調整前四半期純利益 227,616 

法人税、住民税及び事業税  27,693 

法人税等調整額 69,756 

法人税等合計  97,449 

少数株主利益 2,158 

四半期純利益 128,008 

   

 



株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

6 

(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  227,616 

 減価償却費  31,086 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △5,978 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △107,793 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  3,320 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  5,304 

 受取利息及び受取配当金  △1,477 

 売上債権の増減額（△は増加）  523,373 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  3,347 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △255,145 

 前受金の増減額（△は減少）  29,497 

 未払金の増減額（△は減少）  △7,213 

 その他  △16,453 

  小計  429,484 

 利息及び配当金の受取額  5,106 

 法人税等の支払額  △298,701 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  135,889 

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  △500,000 

 有形固定資産の取得による支出  △15,456 

 無形固定資産の取得による支出  △35,159 

 有価証券の償還による収入  200,000 

 貸付けによる支出  △260 

 貸付金の回収による収入  445 

 保険積立金の積立による支出  △3,490 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △353,922 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額  △63,505 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △63,505 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △281,537 

現金及び現金同等物の期首残高  1,119,110 

現金及び現金同等物の四半期末残高   837,572 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第１四半期連結会計期間（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) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）           (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,384,833 479,576 516,666 2,381,076 ― 2,381,076

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― 239 ― 239 (239) ―

計 1,384,833 479,815 516,666 2,381,315 (239) 2,381,076

営業費用 1,015,404 457,477 515,263 1,988,144 179,994 2,168,139

営業利益 369,429 22,338 1,403 393,170 (180,233) 212,936

(注) １.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 

 

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）          (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,454,641 441,724 659,925 2,556,291 ― 2,556,291

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
480 461 ― 941 (941) ―

計 1,455,121 442,185 659,925 2,557,232 (941) 2,556,291

営業費用 1,107,769 417,176 663,261 2,188,207 148,579 2,336,786

営業利益又は営業損失(△) 347,351 25,008 △3,335 369,024 (149,520) 219,504

(注) １.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 
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【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

  在外子会社、在外支店がないため該当事項はありません。 

 

 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) 

  在外子会社、在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

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) 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期連結損益計算書 

 

前第１四半期連結累計期間 
（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 2,381,076

Ⅱ 売上原価 1,655,748

売上総利益 725,327

Ⅲ 販売費及び一般管理費 512,391

営業利益 212,936

Ⅳ 営業外収益 9,335

Ⅴ 営業外費用 378

  経常利益 221,893

Ⅵ 特別利益 116

Ⅶ 特別損失 1,664

税金等調整前四半期 
純利益 

220,345

法人税、住民税及び 
事業税 

59,595

法人税等調整額 32,236

少数株主利益 2,654

四半期純利益 125,859
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(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期 

(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 

   税金等調整前四半期純利益 220,345 

   減価償却費 24,340 

   賞与引当金の減少額 △60,396 

   退職給付引当金の増加額 3,806 

   役員退職慰労引当金の増加額 1,736 

   受取利息及び受取配当金 △3,343 

   株式交付費償却 377 

   投資有価証券売却益 △116 

   投資有価証券評価損 1,664 

   売上債権の減少額 416,724 

   たな卸資産の増加額 △55,659 

   ソフトウェア仮勘定の増加額 △19,697 

   仕入債務の減少額 △194,044 

   前受金の減少額 △368 

   未払金の減少額 △16,078 

   その他 38,466 

    小計 357,756 

   利息及び配当金の受取額 2,527 

   法人税等の支払額 △215,962 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 144,320 

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 △15,350 

   無形固定資産の取得による支出 △2,414 

   投資有価証券の売却による収入 6,303 

   貸付金の回収による収入 4,315 

   保険積立による支出 △3,490 

   敷金保証金の差入による支出 △10,884 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △21,522 

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 5,205 

   少数株主からの払込による収入 99,650 

   配当金の支払額 △34,150 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 70,705 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 193,504 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,165,179 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,358,683 

 


