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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 1,066 ― 32 ― 31 ― 7 ―
20年3月期第1四半期 821 17.5 22 △37.9 24 △32.4 13 △32.8

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 2.04 ―
20年3月期第1四半期 3.45 ―

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 2,175 1,683 77.4 437.94
20年3月期 2,265 1,721 76.0 447.75

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  1,683百万円 20年3月期  1,721百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 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   

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 2,100 11.8 57 △42.2 57 △47.6 40 △35.8 10.40
通期 4,535 17.2 205 △1.8 205 △7.5 125 △0.6 32.51

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 をご覧下さい]  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 をご覧下さい]  

(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 4,649,665株 20年3月期 4,649,665株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 805,065株 20年3月期 805,065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 3,844,600株 20年3月期第1四半期 3,862,930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。 
 本資料に記載されている業績予想は、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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、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。  



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、原油をはじめとする原材料価格の高騰に伴う物価上昇により、個人

消費の伸び悩みと企業収益の減少に伴う設備投資にも影響が出始めており、景気の先行きに対する不透明感が強まり

ました。

  情報サービス産業におきましては、これまでの企業における堅調な設備投資に伴う情報化投資に支えられ、比較的

堅調に推移しましたが、顧客先からは価格や品質面への要請が高まるとともに、提案力の高度化など厳しいニーズへ

の対応が求められています。

　このような環境のもと、当社は社内外の開発力を積極的に活用することにより通信分野及びエンタープライズ分野

が堅調に推移するとともに本年4月1日付で吸収合併した子会社の業績が加わった基盤分野において売上高を伸長させ

ることができました。

　その結果、当第１四半期会計期間の売上高は10億66百万円、営業利益は32百万円、経常利益は31百万円、当第１四

半期純利益は7百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

　当第１四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて12百万円増加し、1,412百万円となりました。これは主に、関係

会社短期貸付金は24百万円減少しましたが、仕掛品31百万円、配当資金の仮払金等が12百万円増加したことによるも

のであります。

（固定資産）

　当第１四半期末の固定資産は前事業年度末に比べて102百万円減少し、763百万円となりました。これは主に、のれ

んは216百万円増加しましたが、関係会社株式285百万円、関係会社長期貸付金が34百万円の減少したことによるもの

であります。

（流動負債）

　当第１四半期末の流動負債は前事業年度末に比べて59百万円減少し、436百万円となりました。これは主に、預り金

は39百万円増加しましたが、未払法人税等49百万円、賞与引当金が48百万円減少したことによるものであります。

（固定負債）

　当第１四半期末の固定負債は前事業年度末に比べて７百万円増加し、55百万円となりました。これは、退職給付引

当金が７百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期末の純資産は前事業年度末に比べて37百万円減少し、1,683百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が38百万円減少したと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20年５月16日付の「平成20年３月期　決算短信」により公表いたしました業績予想に変更はありません。

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

　固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。
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（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」等の適用

　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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「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。　

　この結果、損益に与える影響はありません。

（３）重要な後発事象

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）

（パレス・キャピタル・パートナーズ株式会社による当社株式の公開買付けについて）

　当社は、平成20年８月４日開催の取締役会において、パレス・キャピタル・パートナーズ株式会社による当社株式

に対する公開買付けについて賛同の意見を表明することを決議いたしました。

　公開買付者は、本公開買付けにおいて取得する株式数の上限を設定しておりませんので、本公開買付けの結果によっ

ては、ジャスダック証券取引所に上場されている当社株式は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準（以下「上

場廃止基準」といいます。）に従い所定の手続を経て上場廃止となります。また、本公開買付けにより当該基準に該

当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付け終了後に適用ある法令に従い、公開買付者による当社の完全子会社

化を予定しておりますので、その場合には、ジャスダック証券取引所に上場されている当社株式は、上場廃止基準に

従い上場廃止となります。上場廃止となった場合、当社株式をジャスダック証券取引所において取引することはでき

ません。

１．公開買付者の概要

（1）商号     パレス・キャピタル・パートナーズ株式会社

（2）主な事業内容

     有価証券の保有、管理、運用、売買並びに買収及び合併を対象とした企業への企業診断、投資計画及び経営一

 　　般に関するコンサルティング業務。

（3）設立年月日    平成20年５月26日 

（4）本店所在地 　 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

（5）代表者        代表取締役　橋　徳人

（6）資本の額      500千円

２．公開買付の概要

（1）公開買付者　パレス・キャピタル・パートナーズ株式会社

（2）買付け等を行う株券等の種類　普通株式

（3）公開買付期間　平成20年８月５日から平成20年９月17日までの31営業日

（4）買付価格　１株につき630円　　

３．公開買付後の親会社及び主要株主の異動（異動日　平成20年９月18日予定）

（1）新たに親会社となるもの

　　 名称　パレス・キャピタル・パートナーズ株式会社

　　 所有議決権数　38,444個　議決権総数に対する割合　100.0％

     所有株式数　3,844,600株　発行済株式総数に対する割合　82.7％

（2）主要株主ではなくなるもの

　　 氏名　藤田　雅也

     所有議決権数　14,470個　議決権総数に対する割合　37.6％

     所有株式数　1,447,000株　発行済株式総数に対する割合　31.1％

　※議決権総数及び発行済株式総数に対する割合は、平成20年３月31日現在における総株主の議決権（38,444個）及

　び発行済株式総数（4,649,665株）に基づき計算しております。
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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 651,782 654,881

売掛金 599,730 600,313

仕掛品 45,700 14,509

その他 115,311 129,898

流動資産合計 1,412,526 1,399,602

固定資産   

有形固定資産 ※1  223,057 ※1  229,038

無形固定資産 280,093 56,637

投資その他の資産 260,053 580,326

固定資産合計 763,204 866,003

資産合計 2,175,731 2,265,605

負債の部   

流動負債   

買掛金 158,972 155,629

未払法人税等 3,329 53,029

賞与引当金 84,147 132,479

その他 189,964 154,477

流動負債合計 436,412 495,614

固定負債   

退職給付引当金 55,610 48,533

固定負債合計 55,610 48,533

負債合計 492,023 544,148

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,089,162 1,089,162

資本剰余金 784,303 784,303

利益剰余金 227,879 266,166

自己株式 △421,931 △421,931

株主資本合計 1,679,413 1,717,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,294 3,756

評価・換算差額等合計 4,294 3,756

純資産合計 1,683,707 1,721,456

負債純資産合計 2,175,731 2,265,605



（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 1,066,378

売上原価 863,781

売上総利益 202,596

販売費及び一般管理費 ※1  170,106

営業利益 32,490

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 111

その他 314

営業外収益合計 426

営業外費用  

売上債権売却損 253

その他 683

営業外費用合計 937

経常利益 31,978

特別損失  

投資有価証券評価損 2,880

抱合せ株式消滅差損 3,066

特別損失合計 5,946

税引前四半期純利益 26,032

法人税、住民税及び事業税 675

法人税等調整額 17,509

法人税等合計 18,184

四半期純利益 7,847



（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 26,032

減価償却費 7,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） 459

のれん償却額 12,762

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,995

受取利息及び受取配当金 △111

支払利息 253

投資有価証券評価損益（△は益） 2,880

売上債権の増減額（△は増加） 103,259

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,191

仕入債務の増減額（△は減少） △17,669

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 3,066

未払又は未収消費税等の増減額 385

その他 △16,380

小計 18,109

利息及び配当金の受取額 111

利息の支払額 △253

法人税等の支払額 △56,446

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,479

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △32,340

その他 2,474

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,865

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △28,246

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,591

現金及び現金同等物の期首残高 654,881

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 93,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 651,782



（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。

「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（百万円）

Ⅰ　売上高 821

Ⅱ　売上原価 662

売上総利益 159

Ⅲ　販売費及び一般管理費 136

営業利益 22

Ⅳ　営業外収益 2

Ⅴ　営業外費用 0

経常利益 24

税引前四半期純利益 24

税金費用 11

四半期純利益 13
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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（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期利益 24

減価償却費 6

退職給付引当金の増減額 0

賞与引当金の増減額 △56

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 0

売上債権の増減額 162

たな卸資産の増減額 △73

仕入債務の増減額 7

未払消費税等の増減額 △12

その他 34

小計 92

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △101

営業活動によるキャッシュ・フロー △8

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 △18

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △303

貸付金の回収による収入 0

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △339

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額 △100

自己株式取得による支出 △8

配当金の支払額 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △155

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減額　（減
少：△）

△503

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,152

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 649
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