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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）１．当社グループは、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期連結累計期間の欄には、対前年同期増減率の記載をしておりません。 
（注）２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当第２四半期連結累計期間は潜在株式は存在するものの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。また、前第２四半期連結累計期間については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんでした
ので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2四半期 1,432 ― 21 ― 22 ― △61 ―

20年3月期第2四半期 1,529 ― 160 ― 157 ― 200 ―

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2四半期 △941.24 ―

20年3月期第2四半期 3,410.39 ―

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2四半期 2,188 1,916 87.6 29,390.66
20年3月期 2,423 1,990 82.1 30,785.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,916百万円 20年3月期  1,990百万円

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 ― 325.00 325.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 325.00 325.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,400 1.1 159 △54.7 153 △52.8 59 △84.6 905.83

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年９月12日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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）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。  

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2四半期  65,206株 20年3月期  64,660株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  65,133株 20年3月期第2四半期  58,660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２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国発の世界的な金融不安やエネルギー・原材料価格の高騰等による

物価上昇を受け、輸出・個人消費の減少や企業の生産活動の冷え込みによる企業収益の悪化など、景気の減速感が強

まる状況となりました。 

  このような環境下、当社グループの取引先におきましても、当社グループのサービスの対象である広報・マーケテ

ィング予算を引き締める傾向が強くなりました。特に主要取引先の一部において当初の予測以上に取引額が減少した

ことから、当社グループとしましても、新規取引先の獲得を中心に営業活動を強化するとともに、今後のさらなる経

済環境の悪化も見据えて、新規サービスの立ち上げに努めてまいりました。当連結累計期間の後半においては、一定

の成果を上げることができたものの、売上高につきましては、既存取引先の落ち込み分をカバーするには至りません

でした。 

  また、受注の増加を見越した体制作りを前期から先行して進めて来たことから、コスト負担が増加し、売上高の減

少と合わせて、前年同期比で利益率が大きく低下する結果となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,432,799千円（前年同期比6.3％減）、営業利益は21,825千円

（前年同期比86.4％減）、経常利益は22,145千円（前年同期比85.9％減）となりました。四半期純利益につきまして

は、今後の経営環境等の状況を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を保守的に検討した結果、法人税等調整額74,599

千円を計上したことから、61,305千円の四半期純損失となりました。 

  なお、前年同期比は参考として記載しております。 

第２四半期連結累計期間における四半期業績推移の状況は以下の通りです。 

  

  なお、当社グループの売上高は、第２四半期連結会計期間、第４四半期連結会計期間に集中し、特に多くの顧客企

業の事業年度末となる第４四半期連結会計期間に偏重する傾向がありますが、経済環境その他の要因によっては、今

後もこの傾向が続くとは限りません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ235,024千円減少し、2,188,542千円となりました。主な増加

要因は現金及び預金の増加56,457千円、減少要因は受取手形及び売掛金の減少258,445千円等であります。  

 当第２四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ160,894千円減少し、272,094千円となりました。主な減少要因

は、買掛金の減少47,575千円、賞与引当金の減少49,712千円、役員賞与引当金の減少30,167千円等であります。  

 当第２四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ74,129千円減少し、1,916,447千円となりました。主な増加

要因は、ストック・オプションの行使による資本金の増加4,095千円及び資本剰余金の増加4,095千円、減少要因は四

半期純損失61,035千円の計上、前期決算に係る配当金の支払21,014千円によるものであります。この結果、自己資本

比率は、前連結会計年度末の82.1％から87.6％に上昇しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより911,632千円とな

り、前連結会計年度末に比べ56,457千円増加いたしました。 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として税金等調整前四半期純

回次 
 第１四半期 

 連結会計期間 
 第２四半期 

 連結会計期間 
第２四半期 
連結累計期間  

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成20年７月１日 
至平成20年９月30日 

自平成20年４月１日 
至平成20年９月30日 

売上高（千円） 538,471 894,328 1,432,799 

営業利益（千円） 

（△は損失）  
△112,040 133,865 21,825 

経常利益（千円） 

（△は損失） 
△114,395 136,540 22,145 

税金等調整前四半期純利益 

（千円）（△は損失） 
△114,258 136,177 21,918 

四半期純利益（千円） 

（△は損失） 
△115,411 54,106 △61,305 
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利益21,918千円と減価償却費26,938千円を計上し、また、売上債権の減少額258,445千円等により129,901千円となり

ました。 

  当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形無形固定資産の取得による支出

31,155千円、貸付けによる支出30,000千円によるものであり、61,155千円の支出となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、ストック・オプション行使による株式

の発行収入8,190千円、配当金の支払20,478千円によるものであり、12,288千円の支出となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済環境の先行きは不透明感が強く、景気後退に伴う顧客企業の広告予算・マーケティング予算の先送りも

懸念され、当社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況で推移していくものと予想されます。 

 このような状況の中、当社グループとしましては、引き続き新規顧客の獲得を中心とした営業活動に注力するとと

もに、新規サービスの立ち上げに努めてまいります。 

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、平成20年９月12日に発表した業績予想を上回ることができまし

たが、通期の業績予想につきましては、今後の事業環境等を総合的に勘案し、同日発表した業績予想を変更しており

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 

 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。 

－ 3 －



【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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 911,632 855,175

受取手形及び売掛金 653,550 911,996

仕掛品 58,979 53,754

繰延税金資産 111,919 186,518

その他 63,537 34,211

貸倒引当金 － △137

流動資産合計 1,799,619 2,041,519

固定資産   

有形固定資産 ※  120,061 ※  115,273

無形固定資産 33,320 29,614

投資その他の資産   

敷金及び保証金 219,659 219,659

その他 15,880 17,500

投資その他の資産合計 235,539 237,159

固定資産合計 388,922 382,047

資産合計 2,188,542 2,423,566

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,864 192,439

未払金 50,558 57,397

未払法人税等 12,120 17,678

賞与引当金 32,688 82,400

役員賞与引当金 － 30,167

受注損失引当金 325 1,153

その他 31,537 51,753

流動負債合計 272,094 432,989

負債合計 272,094 432,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 515,665 511,570

資本剰余金 596,731 592,636

利益剰余金 804,051 886,371

株主資本合計 1,916,447 1,990,577

純資産合計 1,916,447 1,990,577

負債純資産合計 2,188,542 2,423,566
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,432,799

売上原価 1,140,174

売上総利益 292,625

販売費及び一般管理費 ※  270,800

営業利益 21,825

営業外収益  

受取利息 1,388

助成金収入 700

その他 113

営業外収益合計 2,201

営業外費用  

持分法による投資損失 1,619

その他 262

営業外費用合計 1,881

経常利益 22,145

特別利益  

貸倒引当金戻入額 137

特別利益合計 137

特別損失  

固定資産除却損 363

特別損失合計 363

税金等調整前四半期純利益 21,918

法人税、住民税及び事業税 8,625

法人税等調整額 74,599

法人税等合計 83,224

四半期純損失（△） △61,305
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 894,328

売上原価 625,550

売上総利益 268,777

販売費及び一般管理費 ※  134,911

営業利益 133,865

営業外収益  

受取利息 1,197

持分法による投資利益 938

助成金収入 700

その他 99

営業外収益合計 2,934

営業外費用  

その他 259

営業外費用合計 259

経常利益 136,540

特別損失  

固定資産除却損 363

特別損失合計 363

税金等調整前四半期純利益 136,177

法人税、住民税及び事業税 7,471

法人税等調整額 74,600

法人税等合計 82,071

四半期純利益 54,106
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 21,918

減価償却費 26,938

貸倒引当金の増減額（△は減少） △137

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,712

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,167

受注損失引当金の増減額（△は減少） △827

受取利息 △1,388

固定資産除却損 363

持分法による投資損益（△は益） 1,619

売上債権の増減額（△は増加） 258,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,775

仕入債務の増減額（△は減少） △47,575

その他の資産の増減額（△は増加） △1,064

その他の負債の増減額（△は減少） △33,877

小計 139,761

利息の受取額 1,145

法人税等の支払額 △11,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,901

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 △21,066

無形固定資産の取得による支出 △10,088

貸付けによる支出 △30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,155

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 8,190

配当金の支払額 △20,478

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,457

現金及び現金同等物の期首残高 855,175

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  911,632
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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）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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）   

当社グループは同一セグメントに属する事業を行っており、SIPS事業以外に事業の種類がないため該当事項は

ありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

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

ｃ．海外売上高 

 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９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 （注）当社グループは、前第２四半期連結会計期間は、四半期連結財務諸表を作成していないため、 

        前第２四半期連結会計期間に係る損益計算書は記載しておりません。 

  

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,529,224 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,165,451 76.2 

売上総利益   363,773 23.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   203,233 13.3 

営業利益   160,539 10.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 787     

２．その他 730 1,518 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．持分法による投資損失 1,082     

２．株式公開準備費用 3,609 4,691 0.3 

経常利益   157,365 10.3 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 8     

２．貸倒引当金戻入益 37 45 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 1,258 1,258 0.1 

税金等調整前中間純利益   156,152 10.2 

法人税、住民税及び事業
税 9,192     

法人税等調整額 △53,093 △43,900 △2.9 

中間純利益   200,053 13.1 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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  

税金等調整前中間純利益 156,152 

減価償却費  22,549 

貸倒引当金の減少額  △37 

賞与引当金の減少額  △18,424 

役員賞与引当金の減少額  △20,016 

受取利息及び受取配当金  △787 

固定資産除却損  1,258 

投資有価証券売却益  △8 

持分法による投資損失  1,082 

売上債権の減少額  13,095 

たな卸資産の増加額  △634 

仕入債務の減少額  △31,617 

未払金の増加額  1,774 

未払消費税等の減少額  △9,946 

その他資産の減少額  960 

その他負債の減少額  △4,944 

小計 110,458 

利息及び配当金の受取額  788 

法人税等の支払額  △4,787 

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,459 

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  △48,840 

無形固定資産の取得による支出  △13,011 

敷金・保証金の払込による支出  △2,485 

敷金・保証金の回収による収入  200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,137 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △8,741 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,741 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 33,579 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 628,381 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 661,961 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社グループは同一セグメントに属する事業を行っており、SIPS事業以外に事業の種類がないため該当事項は

ありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

－ 11 －



６．その他の情報 

株式取得による会社等の買収（子会社化）について 

  

 当社は、平成20年10月22日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるトリビティー株式会社につ

いて、ソラン株式会社が保有する同社株式を取得し、同社を完全子会社化することを決議し、平成20年10月31日付で

株式売買契約を締結する予定であります。 

①株式取得の理由 

 サービス体制の拡大のため 

②株式の取得先 

 ソラン株式会社 

③買収する会社の名称、事業内容、規模 

  イ．名称 

      トリビティー株式会社 

  ロ．事業内容 

      インターネットを利用した情報サービス 

  ハ．規模（平成20年3月期） 

      売上高      41,658千円 

      当期純損失  34,369千円 

      資本金      95,000千円 

      総資産      10,389千円 

      純資産       7,432千円 

④株式取得の時期 

   平成20年10月31日（予定） 

⑤取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数 1,254株 

   取得価額 4,900千円 

   取得後の持分比率 100.0％ 

⑥支払資金の調達方法 

   自己資金   
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