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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 256 ― 1 ― 1 ― 0 ―

20年5月期第1四半期 257 9.6 11 △15.5 11 △3.4 6 △9.8

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5月期第1四半期 △110.74 ―

20年5月期第1四半期 1,389.22 ―

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5月期第1四半期 466 353 75.8 79,121.36
20年5月期 499 362 72.5 81,082.59

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  353百万円 20年5月期  362百万円

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5月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 550 ― 6 ― 6 ― 3 ― 736.79
通期 1,200 10.7 43 11.1 43 11.5 21 13.1 4,782.04

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5月期第1四半期  4,468株 20年5月期  4,468株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  0株 20年5月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  4,468株 20年5月期第1四半期  4,468株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数
値とは異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2. 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。  



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１四半期における我が国経済は、原油価格、原材料の高騰や米国経済の失速懸念から、景気の先行きに対する

不透明感が広がっており、企業収支や個人収支の低下により、景気の減速感が強まってまいりました。

　当社の属する情報サービス業界におきましては、全般的な売上高は増加基調にあり、一部ＩＴエンジニアの人材不

足の傾向はあるものの、企業のＩＴ投資へのコスト意識の高まりと、とりわけ優秀なＩＴエンジニアを求める傾向が

強くなっており、競争激化の状況が続くものと考えられます。

　このような環境の中、当社では、主力であるＳＥＳ事業を中心に、引続きＩＴエンジニア志望の未経験者の獲得、

育成カリキュラムの充実を行うとともに、ＩＴエンジニアの価値向上を目的として、資格取得の推進に力を注ぎまし

た。また、情報サービス業界の首都圏集中に対応するために、営業担当者の増員及び転勤を実施し、福岡地区及び首

都圏の事業基盤の拡大に努めました。

　

　以上の結果、当第１四半期会計期間における当社売上高は256,033千円、売上総利益93,182千円、営業利益1,000千

円、経常利益1,029千円、当期純損失494千円となりました。

　

事業部門別の状況は次のとおりであります。

①ＳＥＳ事業

　ＳＥＳ事業においては、前事業年度末の稼働者数187名からスタートし、ほぼ横ばいで推移しております。理由

としては、福岡地区におけるＩＴエンジニアの不足感が一段落したことで、より優秀なＩＴエンジニアを望む声

が高まっており、福岡地区におけるＩＴエンジニアの稼働者が減少しております。このため、当社は、Oracle社

認定資格取得をはじめとした、ＩＴエンジニアの価値向上への動きを、積極的に行っております。また、取引先

としては、福岡地区及び首都圏の企業を中心に取引しておりますが、案件を多く保有している首都圏企業との取

引を増加させ、福岡地区から首都圏へＩＴエンジニアをシフトする動きを強めました。その結果売上高は252,520

千円、売上総利益は91,838千円となりました。

 

②ＳＩ事業

　ＳＩ事業においては、九州地区の取引先及び中国地区の取引先から受注することができたことと、プロジェク

ト管理を徹底したことにより、売上総利益率の向上を図ることができました。また、ＳＩ案件の獲得には、結び

ついておりませんが、東京営業所を中心に、引続き案件獲得のための営業を行っております。その結果売上高は

2,892千円、売上総利益は1,152千円となりました。

 

③その他事業

　その他事業においては、ＩＴエンジニア育成事業に着手いたしましたが、受講者は数名に留まっております。

その結果売上高は620千円、売上総利益は190千円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

 ①資産・負債・純資産の状況

（資産）

　資産合計は466,451千円となりました。

　主要因は、流動資産における現金及び預金の減少、売掛金の減少によるものですが、これは主に売上の伸び悩

み及び法人税等の支払によるものであります。また、投資有価証券の評価差額金の計上による減少はあるものの、

有形固定資産の増加、無形固定資産の増加等により固定資産は53,811千円となりました。

 

（負債）

　負債合計は112,936千円となりました。

　流動負債については、賞与引当金の増加はあるものの、未払費用の減少、未払法人税等の減少等により112,936

千円となりました。

　固定負債については、当第１四半期会計期間末においては残高はありません。

 

（純資産）

　純資産合計は353,514千円となりました。

　減少の要因は、利益処分による配当金の支払及び投資有価証券の評価差額の計上によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

平成20年７月15日に発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

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、当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。

２．繰延税金資産の算定方法

　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。

（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　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．「棚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。

　この変更による損益に与える影響はありません。
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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８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 247,513 273,523

売掛金 130,264 155,178

仕掛品 9,303 1,853

貯蔵品 508 426

その他 25,651 16,705

貸倒引当金 △603 △826

流動資産合計 412,639 446,860

固定資産   

有形固定資産 8,758 6,050

無形固定資産 6,357 5,402

投資その他の資産 38,695 41,562

固定資産合計 53,811 53,014

資産合計 466,451 499,875

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,759 4,391

未払費用 37,970 73,796

賞与引当金 17,368 －

未払法人税等 9,510 17,315

その他 45,328 42,095

流動負債合計 112,936 137,598

負債合計 112,936 137,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,825 175,825

資本剰余金 141,525 141,525

利益剰余金 44,229 49,192

株主資本合計 361,579 366,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,065 △4,265

評価・換算差額等合計 △8,065 △4,265

純資産合計 353,514 362,277

負債純資産合計 466,451 499,875



（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 256,033

売上原価 162,851

売上総利益 93,182

販売費及び一般管理費 92,181

営業利益 1,000

営業外収益  

受取利息 28

営業外収益合計 28

経常利益 1,029

特別利益  

貸倒引当金戻入額 222

特別利益合計 222

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税引前四半期純利益 1,242

法人税、住民税及び事業税 8,329

法人税等調整額 △6,592

法人税等合計 1,737

四半期純損失（△） △494



（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６月１日 
 至 平成20年８月31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 1,242

減価償却費 1,141

貸倒引当金の増減額（△は減少） △222

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,368

受取利息及び受取配当金 △28

固定資産除却損 9

売上債権の増減額（△は増加） 24,913

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,525

立替金の増減額（△は増加） 2,362

仕入債務の増減額（△は減少） △1,631

未払費用の増減額（△は減少） △35,826

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,787

未払金の増減額（△は減少） △205

その他 △415

小計 △4,605

利息及び配当金の受取額 52

法人税等の支払額 △15,654

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,206

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 △3,448

無形固定資産の取得による支出 △1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,771

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,009

現金及び現金同等物の期首残高 273,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 247,513



（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。
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「参考資料」

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 257,286

Ⅱ　売上原価 169,626

売上総利益 87,659

Ⅲ　販売費及び一般管理費 76,346

営業利益 11,313

Ⅳ　営業外収益 35

Ⅴ　営業外費用 ―

経常利益 11,348

Ⅵ　特別利益 228

Ⅶ　特別損失 27

税引前四半期純利益 11,550

税金費用 5,343

四半期純利益 6,207
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