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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の21年３月期第１四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(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 928 ― 51 ― 48 ― 15 ―
20年3月期第1四半期 767 △3.5 32 △50.6 24 △61.4 19 83.5

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 506.90 ―
20年3月期第1四半期 631.79 628.66

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 3,283 2,557 73.2 77,674.93
20年3月期 3,434 2,604 71.1 78,936.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,401百万円 20年3月期  2,440百万円

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  

（注）20年３月期期末配当金の内訳  普通配当 1,000円00銭 
                        特別配当  600円00銭  

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 ― ― ― 1,600.00 1,600.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

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 2,021 ― 145 ― 141 ― 75 ― 2,425.61
通期 4,355 14.3 457 △0.1 450 △0.2 225 2.2 7,276.84

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）詳細につきましては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他（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をご参
照下さい。  

(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）詳細につきましては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更をご参
照下さい。  

(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）上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる
可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
（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。  

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 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  30,920株 20年3月期  30,920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（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  30,920株 20年3月期第1四半期  30,908株
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㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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

(1) 当第１四半期の概況

当第１四半期におけるわが国経済は、米国の金融不安から端を発した世界経済の減速に加えて、原油の

激しい高騰のあおりを受け、ますます不透明な状況となってまいりました。

  当社グループが属する情報サービス業は、「データベースサービス」など減少局面を迎えている分野もあ

るものの、当社グループが主として属する「受注ソフトウェア」は、金融業向けを中心として、かろうじ

て増加基調を維持しております。しかしながら、企業業績に左右されやすい業界であることから、今後の

営業環境は決して予断を許さない状況にあります。

  このような状況の下、当社グループは組込ソフトコンサルティングや金融業向けシステムコンサルティ

ングを柱として、売上を積み上げてまいりました。その結果、当第１四半期の連結売上高は928,920千円

（前年同期比21.0％増）、営業利益は51,418千円（同55.9％増）、経常利益は48,244千円（同96.8％増）とな

りました。一方、四半期純利益は前年同期に営業譲渡益を計上していたことから前年同期比では減少とな

り、15,673千円（同19.7％減）となりました。

(2) 部門別の売上高の概況

① ビジネス・ソリューション事業

　ビジネス・ソリューション事業では、一般事業法人向けシステム開発、システムコンサルティングでは、

前年を下回る出だしとなりましたが、金融業向けシステムコンサルティングが好調で、全体としては当第

１四半期の売上高は、529,769千円（前年同期比4.9％増）となりました。

② エンジニアリング・ソリューション事業

　エンジニアリング・ソリューション事業では、複写機関連がやや低調であったものの、精密機械製造業

向け案件が好調で順調に推移いたしました。当第１四半期の売上高は、174,864千円（前年同期比115.4％

増）となりました。

③ 教育ソリューション事業

　教育ソリューション事業では、システムインテグレータ向け新人技術者教育が堅調で、順調なスタート

を切りました。当第１四半期の売上高は、106,257千円（前年同期比27.1％増）となりました。

④ 経営コンサルティング事業

　経営コンサルティング事業では、内部統制コンサルティングの前期からの継続案件や内部統制の評価フ

ェーズコンサルティングが好調です。また、内部統制コンサルティングばかりでなく、業務改善コンサル

ティングも堅調です。その結果、当第１四半期の売上高は、90,909千円（前年同期比62.1％増）となりま

した。

⑤ 製品開発・販売事業

　製品開発・販売事業では、好調だった３月決算会社向けJUDE/Bizがひと段落し、今後、３月決算以外の

会社、あるいはいわゆる18号監査対応会社向けの利用者へ移行する端境となりました。すなわち、当第１

四半期では、18号監査対応の新規顧客を開拓するため、営業リソースを３月決算会社向けから18号監査対

応顧客に振り向け潜在的顧客の掘り起こしを行なってまいりました。その結果、当第１四半期の売上高は、

27,119千円（前年同期比34.8％減）となりました。

　

　事業部門別の売上高の内訳につきましては、11ページの６．その他の情報(2)販売実績をご参照ください。
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2. 連結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

① 資産 

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.6%減少し、1,594,539千円となりました。これは、主とし

て「現金及び預金」が70,648千円、「売掛金」が152,448千円、減少したことなどによります。（なお、「現

金及び預金」の詳しい内容につきましては、７ページの四半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下

さい。） 

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、2.2%増加し、1,688,673千円となりました。これは、主として

「投資その他の資産」に含まれている投資有価証券が63,415千円増加したことなどによります。 

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、4.4%減少し、3,283,213千円となりました。 

② 負債 

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、15.3%減少し、576,155千円なりました。これは、主として

「未払法人税等」が112,774千円減少し、「その他」に含まれている未払金が46,440千円減少したものの、同

じく「その他」に含まれている預り金が、72,688千円増加したことなどによります。 

　固定負債は、前連結会計年度末に比べてほとんど変動がなく、150,020千円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、12.6%減少し、726,175千円となりました。

③ 純資産 

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1.8%減少し、2,557,037千円となりました。これは、「繰越

利益剰余金」が47,335千円減少したことなどによります。 

④ キャッシュ・フローの状況

当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第１四半期連結会計期間末

に比べて、28,060千円増加し、814,618千円となりました。

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果53,255千円の資金が得られました。主な収入は、税金等調整前当期純利益48,717千円、

売上債権の回収152,448千円などです。一方、支出としては、未払金の減少額46,640千円、法人税等の支払

額183,648千円等が主たるものです。

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は97,713千円です。主として、投資有価証券の取得に60,000千円を資金支

出しています。

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは25,347千円の支出となりました。内容としては、配当金の支払に

よる支出が25,347千円となっております。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期は、平成20年5月13日発表の業績予想に対して、重要な変動はなく、また、現時点では、今後

の業績に重要な変動を与える事態は想定されておりません。従いまして、業績の予想に変更はありません。

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

①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、連結会計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。

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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

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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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 914,618 985,267

売掛金 495,851 648,300

仕掛品 51,996 28,179

その他 133,647 123,227

貸倒引当金 △1,574 △2,047

流動資産合計 1,594,539 1,782,927

固定資産

有形固定資産 93,877 95,035

無形固定資産

のれん 729,352 739,907

その他 339,850 350,186

無形固定資産合計 1,069,202 1,090,094

投資その他の資産 525,593 466,778

固定資産合計 1,688,673 1,651,907

資産合計 3,283,213 3,434,835

負債の部

流動負債

買掛金 79,980 92,885

短期借入金 240,000 240,000

未払法人税等 25,365 138,140

賞与引当金 7,196 21,663

その他 223,612 187,832

流動負債合計 576,155 680,521

固定負債

長期借入金 150,000 150,000

その他 20 19

固定負債合計 150,020 150,019

負債合計 726,175 830,541

純資産の部

株主資本

資本金 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 423,127 464,147

株主資本合計 2,401,747 2,442,767

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38 △2,063

評価・換算差額等合計 △38 △2,063

新株予約権 558 －

少数株主持分 154,770 163,590

純資産合計 2,557,037 2,604,294

負債純資産合計 3,283,213 3,434,835
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 928,920

売上原価 649,062

売上総利益 279,857

販売費及び一般管理費 228,439

営業利益 51,418

営業外収益

為替差益 851

受取利息 114

受取配当金 900

その他 638

営業外収益合計 2,504

営業外費用

支払利息 1,890

持分法による投資損失 3,497

その他 289

営業外費用合計 5,677

経常利益 48,244

特別利益

貸倒引当金戻入額 473

特別利益合計 473

税金等調整前四半期純利益 48,717

法人税、住民税及び事業税 27,138

法人税等調整額 14,725

法人税等合計 41,864

少数株主損失（△） △8,820

四半期純利益 15,673
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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 48,717

減価償却費 37,358

のれん償却額 10,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △473

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,466

受取利息及び受取配当金 △1,014

支払利息 1,890

持分法による投資損益（△は益） 3,497

売上債権の増減額（△は増加） 152,448

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,816

仕入債務の増減額（△は減少） △12,905

未払金の増減額（△は減少） △46,640

未払又は未収消費税等の増減額 14,385

その他の資産の増減額（△は増加） △7,848

その他の負債の増減額（△は減少） 73,335

その他 1,401

小計 236,426

利息及び配当金の受取額 1,051

利息の支払額 △573

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △183,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,255

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 △15,610

無形固定資産の取得による支出 △22,102

投資有価証券の取得による支出 △60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △97,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 360,000

短期借入金の返済による支出 △360,000

配当金の支払額 △25,347

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,347

現金及び現金同等物に係る換算差額 △843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,648

現金及び現金同等物の期首残高 885,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 814,618
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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

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) 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(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 767,488

Ⅱ 売上原価 514,075

　 売上総利益 253,413

Ⅲ 販売費及び一般管理費 220,428

　 営業利益 32,985

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 108

　２ 受取配当金 1,142

　３ その他 174 1,424

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 2,212

　２ 持分法による投資損失 7,489

　３ 株式交付費 165

　４ その他 27 9,895

　 経常利益 24,514

Ⅵ 特別利益

　１ 営業譲渡益 17,891

　２ 貸倒引当金戻入額 996 18,888

Ⅶ 特別損失

　 固定資産除却損 11 11

　   税金等調整前第１四半期純利益
43,391

　 法人税、住民税及び事業税 19,030

　 法人税等調整額 10,519 29,550

少数株主損失(△) △5,686

　 第１四半期純利益 19,527
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　（2）（要約）前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

(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

　 第１四半期純利益
43,391

　 減価償却費 44,089

　 のれん償却額 10,555

　 貸倒引当金の減少額 △996

　 賞与引当金の増減額(減少：△) △19,957

　 受取利息及び受取配当金 △1,250

　 支払利息 2,212

　 株式交付費 165

　 持分法による投資損失 7,489

　 営業譲渡益 △17,891

　 売上債権の増減額(増加：△) 294,600

　 たな卸資産の増減額(増加：△) △52,520

　 仕入債務の増減額(減少：△) △14,027

　 未払金の減少額 △25,176

　 その他資産の増減額(増加：△) △12,937

　 その他負債の増減額(減少：△) △3,467

　 その他 △62

　 小計 254,216

　 利息及び配当金の受取額 1,267

　 利息の支払額 △534

　 法人税等の支払額 △97,091

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 157,858

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 △6,206

　 無形固定資産の取得による支出 △19,014

　 営業譲渡による収入 13,742

　 その他 342

　 投資活動による

　 キャッシュ・フロー
△11,136

Ⅲ 財務活動による

　 キャッシュ・フロー

　 株式発行による支出 △211

　 株式発行による収入 2,000

　 配当金の支払額 △6,348

　 財務活動による

　 キャッシュ・フロー
△4,560

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

　 換算差額
74

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 142,235

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 644,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 第１四半期末残高
786,558
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　（3）継続企業の前提に関する注記

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

　該当事項はありません。

6．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 778,200 731,169

　（ビジネス・ソリューション事業） 683,500 631,476

　（エンジニアリング・ソリューション事業） 94,700 99,693

教育ソリューション事業 29,904 50,171

経営コンサルティング事業 164,685 129,676

製品開発・販売事業 96,906 69,787

合計 1,069,697 980,803

(注) １ 金額は、販売価格によっております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 販売高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 704,634

　（ビジネス・ソリューション事業） 529,769

　（エンジニアリング・ソリューション事業） 174,864

教育ソリューション事業 106,257

経営コンサルティング事業 90,909

製品開発・販売事業 27,119

合計 928,920

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

楽天株式会社 140,195 15.1

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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