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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 2,187 ― 85 ― 86 ― 48 ―
20年3月期第1四半期 2,033 ― 89 ― 80 ― 48 ―

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 2,225.25 ―
20年3月期第1四半期 2,225.85 ―

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 2,973 1,976 66.5 91,560.09
20年3月期 3,107 2,007 64.6 92,963.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,976百万円 20年3月期  2,007百万円

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

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3,228.00 3,228.00

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 4,153 5.1 124 △21.4 126 △16.1 68 △23.9 3,185.27
通期 8,703 6.3 403 1.4 408 3.6 232 1.1 10,760.90

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  21,590株 20年3月期  21,590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  21,590株 20年3月期第1四半期  21,370株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
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・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１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の低迷や原

油価格・原材料価格の上昇による企業業績の減速基調が鮮明になり、先行き不透明な状況が増してまいりま

した。

　このような状況の下、当社は、システムソリューションサービス事業での、基盤系業務アプリケーション

のintra-martを主力としたＷＥＢインテグレーション業務の強化、拡大を進めるため「ＩＭソリューション

部」を新設し、ＢＰＯサービス事業では、個人のノウハウに依存した人材派遣業務から、当社がこれまで蓄

積してきた人材管理並びに業務ノウハウを活かしたアウトソーシング型事業を本格的に推進していくために

「アウトソーシングサービス部」を新設致しました。

　また、労働力の不足から経営課題として取り組んでおります人材の確保・育成につきまして、昨年より行

ってまいりました新卒者採用活動の結果、この4月に26名が入社（前年同期実績12名）し、3ヶ月間のヒュー

マンスキル並びにテクニカル研修を終了し、７月から配属しております。派遣スタッフの確保につきまして

は、マーケット別・分野別に採用担当者を配置し、効果的な派遣スタッフ登録者募集活動を推進しておりま

すが、今後も継続して労働力の確保に努めてまいります。

　以上の結果、当第１四半期会計期間における業績は、売上高は2,187百万円（前年同期比7.6％増）でした

が、新入社員研修コストなど一般管理費が増加したことにより営業利益は85百万円（同5.2％減）となりまし

た。また、経常利益は86百万円（同7.2％増）、四半期純利益は48百万円（同0.0％）となりました。

　事業のサービス別売上高につきましては、システムソリューションサービス事業が、ＷＥＢインテグレー

ション業務を中心に順調に推移したことにより、560百万円（前年同期比5.8％増）、ＢＰＯサービス事業は、

昨年後半より増加傾向にあるアウトソーシング業務が牽引し、1,626百万円（前年同期比8.2％増）となりま

した。

（百万円未満切り捨て）

21年3月期
第1四半期

20年3月期
第1四半期

増減
（参考）

前事業年度

金額 比率 金額 比率 金額
増減比

率
金額 比率

システムソリューション
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

560  25.6 529  26.1 30   5.8 2,124  25.9

ＢＰＯサービス 1,626  74.4 1,503  73.9 122   8.2 6,064  74.1

合 計 2,187 100.0 2,033 100.0 153   7.6 8,189 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して133百万円減少し、2,973百万円となりま

した。

　流動資産は、前事業年度末と比較して132百万円減少し、2,868百万円となりました。その主な要因は売掛

金38百万円、前払費用22百万円の増加及び現金及び預金190百万円減少等によります。

　固定資産は、前事業年度末と比較して1百万円減少し、105百万円となりました。これは投資有価証券の四

半期会計期間末時価下落による評価減1百万円等であります。

（負債の部）

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して103百万円減少し、997百万円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末と比較して64百万円減少し、972百万円となりました。その主な要因は未払法人税

等91百万円、買掛金30百万円及び賞与引当金22百万円の減少並びに未払金57百万円及び未払消費税21百万円

の増加等によるものであります。
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固定負債は、前事業年度末と比較し39百万円減少し、25百万円となりました。その主な要因は、役員退職

慰労引当金31百万円及び長期未払金8百万円の減少等であります。

（純資産の部）

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して30百万円減少し、1,976百万円となり

ました。その主な要因は、当第1四半期純利益48百万円増加及び配当金の支払い77百万円による減少等であ

ります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第１四半期会計期間における業績は、概ね当初予想通り推移しており、第２四半期累計期間および通期

の業績予想につきましても、現時点におきましては、平成20年5月14日付の「平成20年3月期 決算短信（非

連結）」で公表致しました業績予想に変更はございません。

　なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる場合があります。

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簡便な会計処理

ア．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見込高を算定しております。

イ．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出に関しては、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。

ウ．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。

エ、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、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予想

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。

オ、退職給付費用の算定方法

退職給付費用は、期首において算定された年間の退職給付費用を期間按分して算定する方法によ

っております。

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

　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。
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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。

　この変更に伴う損益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1

月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、当第１四半期会計期間において新たに当該変更の対象となるリース取引がありませんでし

たので、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はあ

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 1,461,209 1,651,427

売掛金 1,234,389 1,196,149

仕掛品 26,132 28,546

貯蔵品 824 852

繰延税金資産 112,818 112,818

その他 39,934 18,154

貸倒引当金 △7,199 △6,984

流動資産合計 2,868,110 3,000,965

固定資産

有形固定資産 9,200 9,731

無形固定資産 2,944 2,979

投資その他の資産 93,739 94,261

固定資産合計 105,883 106,972

資産合計 2,973,993 3,107,937

負債の部

流動負債

買掛金 162,931 192,948

未払金 524,387 467,338

未払法人税等 41,848 133,232

賞与引当金 91,304 113,937

役員賞与引当金 2,000 8,000

その他 149,652 120,761

流動負債合計 972,125 1,036,218

固定負債

長期未払金 8,836 17,503

退職給付引当金 4,542 4,089

役員退職慰労引当金 11,707 43,040

固定負債合計 25,086 64,633

負債合計 997,211 1,100,852

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,449,483 1,479,164

株主資本合計 1,967,531 1,997,212

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,251 9,873

評価・換算差額等合計 9,251 9,873

純資産合計 1,976,782 2,007,085

負債純資産合計 2,973,993 3,107,937
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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 2,187,229

売上原価 1,932,275

売上総利益 254,954

販売費及び一般管理費 169,903

営業利益 85,051

営業外収益

受取利息 18

有価証券利息 1,277

その他 163

営業外収益合計 1,458

経常利益 86,510

税引前四半期純利益 86,510

法人税、住民税及び事業税 38,467

四半期純利益 48,043
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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 86,510

減価償却費 2,594

貸倒引当金の増減額（△は減少） 215

受取利息及び受取配当金 △1,420

売上債権の増減額（△は増加） △38,239

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,441

仕入債務の増減額（△は減少） △30,016

未払金の増減額（△は減少） 57,678

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,333

その他 △13,799

小計 11,997

利息及び配当金の受取額 1,459

法人税等の支払額 △126,564

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,107

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 △629

無形固定資産の取得による支出 △2,028

その他 △1,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △73,259

その他 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,217

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,461,209
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データリンクス㈱(2145)平成21年3月期 第１四半期決算短信（非連結）

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

株主資本の金額は、利益剰余金の配当により77,724千円減少しております。

なお、配当金は第26回定時株主総会（平成20年6月18日開催）において当社普通株式1株につき金3,600円、

総額77,724千円の決議によるものであります。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（1）（要約）前四半期損益計算書

科 目

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)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,033,587

Ⅱ 売上原価 1,801,074

　 売上総利益 232,513

Ⅲ 販売費及び一般管理費 142,803

　 営業利益 89,710

Ⅳ 営業外収益 362

Ⅴ 営業外費用 9,360

　 経常利益 80,712

Ⅵ 特別利益 5,847

　 税引前四半期純利益 86,559

　 税金費用 38,503

　 四半期純利益 48,056
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（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

　 税引前四半期純利益 86,559

　 減価償却費 1,087

　 賞与引当金の増減額(△は減少額) △ 26,526

　 退職給付引当金の増減額(△は減少額) 2,028

　 長期未払金の増減額(△は減少額) △ 9,459

　 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少額) 3,015

　 売上債権の増減額(△は増加額) 289,931

　 たな卸資産の増減額(△は増加額) △ 3,799

　 仕入債務の増減額(△は減少額) △ 65,651

　 その他 △ 33,413

　 小計 243,772

　 利息及び配当金の受取額 348

　 法人税等の支払額 △ 95,366

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 148,753

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 △ 441

　 投資有価証券の取得による支出 △ 1,850

　 投資有価証券の売却による収入 5,900

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 3,608

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 418,048

　 配当金の支払額 △ 46,875

　 上場関連費用の支出 △ 14,985

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 356,187

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 508,549

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,066,278

Ⅶ 現金及び現金同等物の
　 四半期末残高

1,574,828
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6. その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

　① 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリュー

ションサービスのみで行っております。

事業部門 生産高（千円）

システムソリューションサービス 556,724

合計 556,724

(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 受注実績

当第１四半期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 受注高(千円) 受注残高(千円)

システムソリューションサービス 423,923 721,879

ＢＰＯサービス 2,048,353 2,988,931

合計 2,472,277 3,710,810

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。
３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含みます。

　③ 販売実績

当第１四半期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 販売高(千円)

システムソリューションサービス 560,534

ＢＰＯサービス 1,626,695

合計 2,187,229

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含みます。

４ 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

　販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。

決算短信 2008年08月08日 08時41分 04383xe05_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 11 -




