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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株当たり四半期純利益につきましては、20年３月期第１四半期は潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期純損失であるため記載してお 
    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 5,198 ― 160 ― 185 ― 106 ―

20年3月期第1四半期 3,882 △37.2 △906 ― △945 ― △148 ―

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 206.19 206.13
20年3月期第1四半期 △288.69 ―

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 22,023 16,223 72.8 31,107.56

20年3月期 21,517 16,269 74.8 31,243.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,032百万円 20年3月期  16,101百万円

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 ― ― ― 250.00 250.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 250.00 250.00

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 10,489 ― 211 ― 212 ― 1 ― 2.37

通期 23,199 26.3 699 ― 700 ― 220 ― 427.18

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  

(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） 

(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 
 ・ 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。 
 ・ 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。  

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  516,130株 20年3月期  516,106株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  748株 20年3月期  748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  515,371株 20年3月期第1四半期  514,902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、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、継続的

な原油価格の高騰による影響から消費者物価の値上げが相次ぎ、個人消費の停滞など、景気回復の動きが見
られない状況が続いております。当社グループの顧客層である小企業におきましても、取り巻く環境は依然
厳しく楽観を許さない状況になっております。
このような状況の下、当第１四半期における当社グループは、基礎構築期の第２フェーズとして、中長期

的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立することを目指し、経営支援サービス本流化のための土台づく
り、マネジメント強化、インフラ整備に取り組んでまいりました。

サービス別の概況は下記のとおりです。

・ＩＴパッケージ
ＩＴパッケージにおきましては、前連結会計年度より継続しております営業要員の確保が当初計画とお

りに推移したこと、また、最適な営業組織構造を構築できたことにより、当初計画の売上高を達成するこ
とができました。
・経営支援サービス
経営支援サービスにおきましては、開業支援サービスの強化を行うことを目的とし、飲食店の出店支援

や飲食店舗のサブリース事業を行い約200店舗の支援実績を持つ株式会社テンポリノベーションを子会社化
したことが売上高を増加させる要因となりました。
・その他
当社グループが取得しました子会社におきまして、マトリクスマネジメントによる組織強化及び選択と

集中を実行いたしましたが、当初計画しておりました売上高を達成することができませんでした。

これらの結果、売上高5,198百万円（前年同期比33.9％増）、営業利益160百万円（前年同期は営業損失906
百万円）、経常利益185百万円（前年同期は経常損失945百万円）、四半期純利益106百万円（前年同期は四半期
純損失148百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報
（資産の部）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.0％減少し、10,259百万円となりました。これは主に金融支援サ
ービス及び開業支援サービス拡充のための運転資金の増加に伴い現預金が1,369百万円減少したことによりま
す。一方で、金融支援サービスの業務拡大に伴う金融立替金は675百万円の増加となりました。
　固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、11,764百万円となりました。これは主に、当第１四
半期連結会計期間に子会社化いたしました株式会社テンポリノベーションの賃貸用資産が485百万円増加した
ことによります。
（負債の部）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、4,136百万円となりました。これは主に、買掛金が
64百万円減少したことによります。
　固定負債は、前連結会計年度末に比べて66.9％増加し、1,663百万円となりました。これは主に、当第１四
半期連結会計期間に子会社化いたしました株式会社テンポリノベーションの預り保証金が379百万円増加した
ことによります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,055百万円の減少（前連結会計年度は1,583百万円の減少）とな
りました。これは主に金融支援サービスにおける営業立替金の増加675百万円、開業支援サービスの拡充に
より貸与資産の取得による支出176百万円及び賃貸用店舗資産の取得による支出142百万円によるものであり
ます。
（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　投資活動の結果使用した資金は、190百万円（前連結会計年度は363百万円の減少）となりました。これは
主に、株式会社テンポリノベーション株式取得による支出125百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

　財務活動の結果使用した資金は、185百万円（前連結会計年度は712百万円の増加）となりました。これは
主に、長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払による支出55百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の連結経常利益は185百万円となり、第２四半期連結累計期間の連結業績予想値212百万円に

対し、すでに87.3％の進捗となっております。しかしながらこれは、第１四半期に予算計上していた販売管
理費のうち人材教育強化費をはじめとした戦略コスト80百万円程度が未使用となり、第２四半期以降で使用
されることとなったことが主要因であり、その影響を勘案しますと第１四半期の業績は概ね期初予想どおり
となっております。従いまして、現時点におきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想値
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棚卸資産の評価方法

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。

②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。
(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」等の適用

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 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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」の適用
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９
号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。なお、この変更に伴う損益
に与える影響は軽微であります。
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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 3,318,082 4,687,804

受取手形及び売掛金 2,032,807 2,121,134

たな卸資産 154,605 127,051

営業立替金 3,199,347 2,523,640

その他 1,645,035 1,205,084

貸倒引当金 △90,710 △86,993

流動資産合計 10,259,167 10,577,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 386,467 383,852

減価償却累計額 △146,676 △135,719

建物及び構築物（純額） 239,790 248,133

車両運搬具 13,863 14,555

減価償却累計額 △10,317 △10,278

車両運搬具（純額） 3,546 4,276

工具、器具及び備品 725,949 736,050

減価償却累計額 △471,959 △467,902

工具、器具及び備品（純額） 253,989 268,147

貸与資産 1,678,259 980,206

減価償却累計額 △269,132 △163,913

貸与資産（純額） 1,409,127 816,293

有形固定資産合計 1,906,453 1,336,850

無形固定資産

のれん 1,810,487 1,886,344

ソフトウエア 1,342,415 1,416,221

その他 7,392 7,437

無形固定資産合計 3,160,296 3,310,003

投資その他の資産

投資有価証券 2,422,961 2,469,816

敷金及び保証金 1,252,257 1,215,450

賃貸用店舗資産 1,636,428 1,058,586

その他 1,787,379 1,970,891

貸倒引当金 △401,771 △421,343

投資その他の資産合計 6,697,254 6,293,400

固定資産合計 11,764,004 10,940,255

資産合計 22,023,172 21,517,976
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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 443,472 507,751

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 293,485 296,115

未払法人税等 74,396 102,166

賞与引当金 16,758 28,468

解約負担引当金 428,286 410,009

その他 1,880,000 1,907,023

流動負債合計 4,136,400 4,251,533

固定負債

長期借入金 355,641 427,760

役員退職慰労引当金 11,000 11,000

負ののれん 229,866 38,559

その他 1,066,829 519,462

固定負債合計 1,663,337 996,782

負債合計 5,799,737 5,248,316

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,067 7,744,040

資本剰余金 7,841,629 7,841,602

利益剰余金 626,479 649,054

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 16,146,981 16,169,501

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △114,706 △67,741

評価・換算差額等合計 △114,706 △67,741

新株予約権 △151,559 △167,726

少数株主持分 342,720 335,626

純資産合計 16,223,434 16,269,660

負債純資産合計 22,023,172 21,517,976
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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 5,198,281

売上原価 1,636,948

売上総利益 3,561,333

販売費及び一般管理費 3,401,203

営業利益 160,129

営業外収益

受取利息 5,307

受取配当金 4,464

負ののれん償却額 12,098

違約金収入 34,537

その他 15,504

営業外収益合計 71,911

営業外費用

支払利息 7,696

持分法による投資損失 20,473

リース解約損 10,703

その他 7,918

営業外費用合計 46,792

経常利益 185,249

特別利益

固定資産売却益 279

貸倒引当金戻入額 12,104

その他 495

特別利益合計 12,879

特別損失

前期損益修正損 17,442

固定資産除却損 15,235

固定資産売却損 8

その他 3,743

特別損失合計 36,430

税金等調整前四半期純利益 161,697

法人税、住民税及び事業税 73,566

法人税等調整額 △25,227

法人税等合計 48,338

少数株主利益 7,094

四半期純利益 106,265
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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 161,697

減価償却費 217,571

のれん償却額 75,856

負ののれん償却額 △12,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） △165,967

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,710

解約負担引当金の増減額（△は減少） 18,276

受取利息及び受取配当金 △9,771

支払利息 7,696

持分法による投資損益（△は益） 20,473

固定資産売却損益（△は益） △270

固定資産除却損 15,235

売上債権の増減額（△は増加） 88,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,097

営業立替金の増減額（△は増加） △675,707

貸与資産の取得による支出 △176,061

賃貸用店舗資産の取得による支出 △142,604

仕入債務の増減額（△は減少） △64,278

未払金の増減額（△は減少） △345,584

未払費用の増減額（△は減少） △49,832

その他 122,129

小計 △953,718

利息及び配当金の受取額 32,889

利息の支払額 △7,644

法人税等の支払額 △126,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,055,068

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 △28,437

有形固定資産の売却による収入 19,670

無形固定資産の取得による支出 △128,503

無形固定資産の売却による収入 118,876

敷金及び保証金の差入による支出 △47,689

敷金及び保証金の回収による収入 16,128

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△125,611

貸付けによる支出 △315

貸付金の回収による収入 1,237

その他 △15,630

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,275
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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 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入金の返済による支出 △74,620

配当金の支払額 △55,589

その他 △55,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,430,594

現金及び現金同等物の期首残高 4,521,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,091,264
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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

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】

当第１四半期連結累計期間

当社グループの事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグ

メントはありませんので、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、当該事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間

海外売上高がないため、当該事項はありません。

(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

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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）

　 （単位：千円）

科 目

前年同四半期

（平成20年３月期

　 第１四半期）

金 額

Ⅰ 売上高 3,882,788

Ⅱ 売上原価 1,366,977

　 売上総利益 2,515,811

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,422,478

　 営業利益(△損失) △906,667

Ⅳ 営業外収益 16,164

Ⅴ 営業外費用 55,212

　 経常利益(△損失) △945,714

Ⅵ 特別利益 901,852

Ⅶ 特別損失 58,290

　 税金等調整前四半期

　 純利益(△損失)
△102,153

　 税金費用 42,228

     少数株主利益 4,266

　 四半期純利益

　 (△純損失)
△148,648

決算短信 2008年08月08日 17時43分 96177xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）

-  10  -




