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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） 

 

(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 40,294 ― △264 ― △488 ― △718 ―
20年3月期第1四半期 38,265 27.2 1,418 ― 1,332 ― 638 13.4

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 △17.94 ―
20年3月期第1四半期 14.97 14.10

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 92,507 42,741 39.4 927.99
20年3月期 97,098 49,760 44.2 1,047.98

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  36,478百万円 20年3月期  42,958百万円

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 ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

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  

 当社グループの主要事業の一つであるコーポレートベンチャーキャピタル事業において、投資先企業の評価を短期的な業績で判断することは困難であるため、通期業
績予想のみ公表させていただきます。  

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2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 180,700 9.7 2,700 △38.1 1,400 △61.9 △1,800 ― △44.93

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.その他をご覧ください。  

(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） 

（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。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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）および「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。  

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  48,794,046株 20年3月期  48,794,046株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,484,636株 20年3月期  7,802,130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  40,062,488株 20年3月期第1四半期  42,639,860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１四半期におけるわが国経済は、原油などエネルギー・原材料価格の高騰に歯止めがかからず企業収

益や個人消費を圧迫していることに加え、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の後退懸念・金融
不安も重なり、厳しい状況で推移いたしました。
このような状況のもと、情報サービス事業につきましては、主力サービスであるコールセンターサービス

事業を中心に受注が比較的堅調に推移したことから、前年同期を上回る売上高を計上いたしました。営業利
益につきましては、将来の競争力強化に向けた人員の増強と昨年度後半から積極的に行った設備への先行投
資の結果、前年同期を下回る結果となりました。
　コーポレートベンチャーキャピタル事業につきましては、株式市場の低迷に伴い保有株式の売却を行わな
かったこと、および株式の評価減を計上したことにより、売上高が前年同期を下回るとともに営業損失を計
上いたしました。
以上のような状況のもと、当第１四半期の業績は、売上高40,294百万円（前年同期比5.3％増）、営業損失

264百万円（前年同期は営業利益1,418百万円）、経常損失488百万円（前年同期は経常利益1,332百万円）、四
半期純損失718百万円（前年同期は四半期純利益638百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（１） 財政状態の変動状況
当第１四半期の連結総資産は、前期末に比べ4,591百万円減少し92,507百万円となりました。このうち流動

資産につきましては、4,664百万円減少し、54,091百万円となりました。これは当社における社債の償還、法
人税等の納付を行ったことによる現金及び預金の減少および売掛金の減少が主な要因であります。固定資産
につきましては、72百万円増加し、38,415百万円となりました。
また、負債の部につきましては、前期末に比べ2,428百万円増加し、49,766百万円となりました。これは、

主に短期・長期借入金の増加によるものです。
純資産の部につきましては、前期末に比べ7,019百万円減少し、42,741百万円となり、自己資本比率は、

39.4％となりました。
（２） キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上したものの、営業投資有価証券

の取得が少なかったこと等により、17百万円の支出（前年同期は1,662百万円の支出）となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得が少なかったこと等により、2,660百万円の支

出（前年同期比は4,124百万円の支出）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入の増加等により、976百万円の収入（前年同期

は75百万円の収入）となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前期末と比べ2,268百万円減少し、12,552百万

円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に発表した業績予想と変更はありま

せん。
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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）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

一部の連結子会社は、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。

２．棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結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、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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。

３．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、売却又は除却等の実績を反映し年間償却予定額を期間按分する方法によっ
ております。
　なお、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。

４．法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を
重要なものに限定する方法によっております。
　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。

５．税金費用の計算

一部の連結子会社は、当連結会計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。

(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．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。
この変更による損益に与える影響はありません。

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を当
第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益
は、それぞれ5,794千円増加しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 13,154,151 15,413,082

受取手形及び売掛金 23,587,569 26,487,264

営業投資有価証券 9,248,353 10,257,206

有価証券 17,344 19,753

商品及び製品 231,515 208,760

仕掛品 1,000,520 1,046,719

貯蔵品 12,186 10,704

その他 7,072,365 5,589,704

貸倒引当金 △232,195 △277,337

流動資産合計 54,091,811 58,755,859

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,542,423 5,704,613

工具、器具及び備品（純額） 5,138,292 5,268,432

土地 1,372,662 1,398,541

その他（純額） 792,225 737,215

有形固定資産合計 12,845,604 13,108,803

無形固定資産

のれん 2,674,296 2,391,979

その他 5,308,201 4,969,118

無形固定資産合計 7,982,497 7,361,097

投資その他の資産

投資有価証券 1,843,726 1,788,194

関係会社株式 6,140,573 6,490,609

その他の関係会社有価証券 294,147 358,218

出資金 6,800 6,700

関係会社出資金 389,477 393,825

差入保証金 5,088,110 5,083,992

その他 3,977,948 4,035,739

貸倒引当金 △153,333 △284,171

投資その他の資産合計 17,587,450 17,873,110

固定資産合計 38,415,552 38,343,011

資産合計 92,507,363 97,098,870
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（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)

負債の部

流動負債

買掛金 4,917,910 6,655,402

短期借入金 11,307,750 1,870,235

1年内償還予定の社債 141,000 5,312,000

1年内返済予定の長期借入金 42,597 43,480

未払金 3,662,676 4,300,654

未払法人税等 1,233,431 2,675,343

未払消費税等 1,407,626 1,695,781

賞与引当金 4,747,011 3,147,121

その他 6,769,862 6,448,109

流動負債合計 34,229,867 32,148,129

固定負債

社債 56,000 36,000

長期借入金 14,774,354 14,689,530

退職給付引当金 246,873 144,196

その他 459,220 320,116

固定負債合計 15,536,448 15,189,842

負債合計 49,766,315 47,337,972

純資産の部

株主資本

資本金 29,065,968 29,065,968

資本剰余金 23,009,730 23,057,566

利益剰余金 1,265,264 3,649,849

自己株式 △19,749,234 △17,834,374

株主資本合計 33,591,729 37,939,010

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 347,344 310,530

繰延ヘッジ損益 △1,968 △7,134

為替換算調整勘定 2,541,495 4,716,406

評価・換算差額等合計 2,886,870 5,019,802

新株予約権 300 －

少数株主持分 6,262,147 6,802,085

純資産合計 42,741,048 49,760,898

負債純資産合計 92,507,363 97,098,870
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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 40,294,331

売上原価 33,167,450

売上総利益 7,126,880

販売費及び一般管理費 7,391,324

営業損失（△） △264,444

営業外収益

受取利息 31,906

受取配当金 9,489

為替差益 57,453

その他 96,504

営業外収益合計 195,353

営業外費用

支払利息 82,651

デリバティブ評価損 221,539

持分法による投資損失 78,549

その他 36,423

営業外費用合計 419,164

経常損失（△） △488,255

特別利益

固定資産売却益 1,024

貸倒引当金戻入額 18,930

持分変動利益 147,457

その他 49,824

特別利益合計 217,236

特別損失

固定資産売却損 27,465

減損損失 12,834

関係会社株式評価損 106,424

その他 90,962

特別損失合計 237,687

税金等調整前四半期純損失（△） △508,707

法人税、住民税及び事業税 1,072,755

法人税等調整額 △604,992

法人税等合計 467,763

少数株主損失（△） △257,569

四半期純損失（△） △718,900
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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損失（△） △508,707

減価償却費 661,154

減損損失 12,834

のれん償却額 135,189

無形固定資産償却費 446,255

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,596,280

貸倒引当金の増減額（△は減少） △151,322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77,642

受取利息及び受取配当金 △41,395

支払利息 82,651

為替差損益（△は益） △57,453

持分法による投資損益（△は益） 78,549

関係会社株式評価損 106,424

持分変動損益（△は益） △147,457

固定資産除却損 15,827

売上債権の増減額（△は増加） 2,609,354

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 91,632

営業投資有価証券評価損 227,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,975

仕入債務の増減額（△は減少） △1,687,085

その他 △1,157,607

小計 2,408,309

利息及び配当金の受取額 75,928

利息の支払額 △77,459

法人税等の支払額 △2,424,233

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,455

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 △110,973

有形固定資産の取得による支出 △967,242

無形固定資産の取得による支出 △800,151

投資有価証券の取得による支出 △140,989

関係会社株式の取得による支出 △296,363

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△45,096

差入保証金の差入による支出 △234,865

差入保証金の回収による収入 81,550

その他の支出 △672,830

その他の収入 526,181

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,660,781
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（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)

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 9,500,000

短期借入金の返済による支出 △45,670

長期借入金の返済による支出 △10,469

自己株式の取得による支出 △1,993,750

自己株式の売却による収入 31,055

少数株主からの払込みによる収入 305,614

社債の償還による支出 △5,171,000

配当金の支払額 △1,639,676

財務活動によるキャッシュ・フロー 976,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 △566,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,268,783

現金及び現金同等物の期首残高 14,821,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,552,923
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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)および「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。
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(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）

(千円未満切捨て)

情報サービス

事業

コーポレート

ベンチャー

キャピタル

事業

計
消去

又は全社
連結

　 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 36,160,301 2,105,456 38,265,758 ― 38,265,758

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 7,874 ― 7,874 (7,874) ―

計 36,168,176 2,105,456 38,273,632 (7,874) 38,265,758

　 営業利益 1,763,413 1,263,977 3,027,390 (1,608,710) 1,418,680

(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 各事業の主な内容

　(1) 情報サービス事業・・・・・・・・・・・・情報処理サービス業務、ソフトウエア開発業務、商品・製品の販売

　(2) コーポレートベンチャーキャピタル事業・・事業開発投資事業

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,609,239千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る経費であります。

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）

(千円未満切捨て)

情報サービス

事業

コーポレート

ベンチャー

キャピタル

事業

計
消去

又は全社
連結

　 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 40,025,744 268,586 40,294,331 ― 40,294,331

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 497 ― 497 (497) ―

計 40,026,241 268,586 40,294,828 (497) 40,294,331

　 営業利益又は営業損失(△) 1,671,037 △479,205 1,191,831 (1,456,275) △264,444

(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 各事業の主な内容

　(1) 情報サービス事業・・・・・・・・・・・・情報処理サービス業務、ソフトウエア開発業務、商品・製品の販売

　(2) コーポレートベンチャーキャピタル事業・・事業開発投資事業

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,457,997千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る経費であります。

４ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間

から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「情報サービス事業」で5,794千円増加しております。
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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)

(千円未満切り捨て)

日本 アメリカ アジア 計
消去

又は全社
連結

　売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 34,205,171 618,520 3,442,066 38,265,758 ― 38,265,758

 (2)セグメント間の内部

   売上高又は振替高
26,282 27,591 297,893 351,768 (351,768) ―

計 34,231,454 646,111 3,739,960 38,617,526 (351,768) 38,265,758

　営業利益又は営業損失(△) 2,916,402 △19,231 161,675 3,058,846 (1,640,165) 1,418,680

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,609,239千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る経費であります。

３ 「アジア」に属する国および地域は、中国および韓国であります。

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)

(千円未満切り捨て)

日本 アメリカ アジア 計
消去

又は全社
連結

　売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 37,141,000 318,486 2,834,843 40,294,331 ― 40,294,331

 (2)セグメント間の内部

   売上高又は振替高
63,392 26,076 403,287 492,757 (492,757) ―

計 37,204,393 344,563 3,238,131 40,787,088 (492,757) 40,294,331

　営業利益又は営業損失(△) 1,393,435 △221,499 63,311 1,235,246 (1,499,690) △264,444

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,457,997千円)の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る経費であります。

３ 「アジア」に属する国および地域は、中国および韓国であります。

４ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間

から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「アジア」で5,794千円増加しております。

(6) 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）

当社は、平成20年３月24日および平成20年５月20日開催の取締役会決議による自己株式の取得を当四半
期に行いました。この結果自己株式が1,914,859千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株
式が、19,749,234千円となっております。
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「参考資料」

(１) (要約)前四半期に係る四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 38,265,758

Ⅱ 売上原価 29,651,421

　 売上総利益 8,614,337

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,195,656

　 営業利益 1,418,680

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 30,800

　２ 受取配当金 2,953

　３ その他 84,949

　 営業外収益合計 118,703

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 55,074

　２ 持分法による投資損失 69,761

　３ その他 79,861

　 営業外費用合計 204,697

　 経常利益 1,332,686

Ⅵ 特別利益

　１ 投資有価証券売却益 1,668

　２ 貸倒引当金戻入益 95,375

　３ 持分変動益 97,124

　４ その他 51,494

　 特別利益合計 245,662

Ⅶ 特別損失

　１ 固定資産売却損 1,424

　２ 固定資産除却損 8,030

　３ 固定資産減損損失 196,906

　４ 関係会社株式評価損 48,251

　５ その他 73,889

　 特別損失合計 328,503

　 税金等調整前四半期

　 純利益
1,249,846

　 法人税、住民税及び

　 事業税
1,474,804

　 法人税等調整額 △425,341

　 少数株主損失 437,917

　 四半期純利益 638,300

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(要約)四半期財務諸表

　(２） (要約)四半期個別貸借対照表

（単位：千円）

科 目
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 2,626,702 3,841,986

　 受取手形 23,325 50,244

　 売掛金 18,840,992 20,642,685

　 営業投資有価証券 3,033,795 3,027,024

　 たな卸資産 135,805 145,221

　 繰延税金資産 2,134,462 1,576,693

　 短期貸付金 156,790 557,488

　 その他 1,933,341 1,640,551

　 貸倒引当金 △42,145 △46,901

　 流動資産合計 28,843,068 31,434,992

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物 1,538,573 1,494,689

　 工具器具備品 2,696,425 2,705,018

　 土地 564,092 564,092

　 その他 244,467 251,007

　 有形固定資産合計 5,043,559 5,014,807

　無形固定資産

　 無形固定資産合計 1,243,801 1,350,832

　投資その他の資産

　 投資有価証券 1,494,376 1,453,166

　 関係会社株式 39,203,388 37,078,524

　 その他の関係会社有価証券 1,322,416 1,098,971

　 関係会社出資金 1,119,050 1,119,050

　 関係会社長期貸付金 10,519,485 10,418,585

　 差入保証金 3,119,130 3,029,366

　 その他 2,890,960 2,877,101

　 貸倒引当金 △3,998,004 △4,015,825

　 投資その他の資産合計 55,670,805 53,058,941

　 固定資産合計 61,958,165 59,424,581

　 資産合計 90,801,234 90,859,574
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（単位：千円）

科 目
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

　 買掛金 4,829,453 6,401,440

　 短期借入金 9,400,000 ─

　 一年内償還予定社債 ─ 5,171,000

　 未払金 2,243,376 2,235,833

　 未払費用 4,063,194 3,691,499

　 未払法人税等 1,039,984 2,302,975

　 未払消費税等 1,045,193 1,138,135

　 賞与引当金 4,404,874 2,843,315

　 その他 929,569 683,198

　 流動負債合計 27,955,645 24,467,397

　固定負債

　 長期借入金 14,500,000 14,500,000

　 その他 79,752 134,835

　 固定負債合計 14,579,752 14,634,835

　負債合計 42,535,397 39,102,233

純資産の部

　株主資本

　 資本金 29,065,968 29,065,968

　 資本剰余金 23,009,730 23,057,566

　 利益剰余金 15,627,816 17,119,582

　 自己株式 △19,749,234 △17,834,374

株主資本合計 47,954,281 51,408,742

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 311,555 348,597

　評価・換算差額等合計 311,555 348,597

純資産合計 48,265,836 51,757,340

負債純資産合計 90,801,234 90,859,574
（注）１ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２ この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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　(３) (要約)四半期個別損益計算書

（単位：千円）

科 目
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 33,544,462

売上原価 27,894,433

　売上総利益 5,650,029

販売費及び一般管理費 4,927,561

営業利益 722,467

営業外収益

　受取利息 35,962

　受取配当金 12,254

　その他 42,690

　営業外収益合計 90,907

営業外費用

　支払利息 74,871

　その他 51,614

営業外費用合計 126,486

経常利益 686,888

特別利益

　貸倒引当金戻入益 13,984

特別利益合計 13,984

特別損失

　貸倒引当金繰入額 123,507

　その他 72,650

　特別損失合計 196,157

税引前四半期純利益 504,715

法人税、住民税及び事業税 935,828

法人税等調整額 △579,023

四半期純利益 147,910
（注）１ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２ この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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