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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） 

 

(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 3,298 ― 171 ― 174 ― 92 ―
20年3月期第2四半期 3,314 2.6 111 △58.2 123 △56.8 86 △48.7

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 45.11 ―
20年3月期第2四半期 42.25 ―

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 2,578 1,736 67.3 851.12
20年3月期 2,544 1,658 65.2 813.16

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,736百万円 20年3月期  1,658百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 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 7,050 5.1 320 34.2 323 27.0 187 19.2 91.67

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 
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、既知・未知のリスクや不確定な要素等の要因により、実際の業績は記載の見通しとは異な
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）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  2,040,000株 20年3月期  2,040,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  62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  2,039,960株 20年3月期第2四半期  2,040,000株



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における我が国の経済は、米国サブプライムローン問題を背景とする金融不安や原材料

価格の高騰により、企業業績、個人消費ともに減速傾向が高まって参りました。 

 情報サービス産業におきましても、景気が後退局面に向かう等先行の不透明感をうけて厳しさを増しており、企

業における情報化投資拡大の要請は引き続き強いものの、収益見通しの悪化等から一部にこれを抑制する動きが見

られる等、厳しい事業環境にあります。 

 このような状況の下で、当社グループは、サービスの高付加価値化を目指し、前連結会計年度より取り組んでい

る自立化・請負化を積極的に推進して参りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は 千円（前年同期比0.5％減）とな

り、営業利益は 千円（同53.1％増）、経常利益は 千円（同40.7％増）、四半期純利益は 千円

（同6.8％増）となりました。 

 なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ

34,054千円の増加となりました。 

 流動資産は、53,202千円の増加となりました。これは主に現金及び預金が68,665千円増加したこと、受取手形及び

売掛金が41,015千円減少したこと、仕掛品が23,761千円増加したことによるものであります。 

 固定資産は、19,148千円の減少となりました。これは主にのれんが償却により6,830千円減少したこと、無形固定

資産その他が償却により5,580千円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ43,330千円の減少となりました。 

 流動負債は、41,332千円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が63,071千円減少したこと、短期借

入金が返済により50,000千円減少したこと、未払法人税等が72,728千円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、1,997千円の減少となりました。これは主に役員退職慰労引当金が支払および役員退職慰労金の打切

り支給にともない29,840千円を長期未払金に計上したことにより37,174千円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ77,384千円の増加となりました。 

これは主に利益剰余金が71,619千円増加したことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年９月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

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 

簡便な会計処理 

1.一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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２四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定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も

り、簿価切下げを行う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.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。 

3,298,530

171,031 174,058 92,019

2,578,409

842,176

1,736,232



2.重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりま 

したが、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、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については 

収益性の低下に基づく薄価切下げの方法）により算定しております。 

  これに伴う損益への影響はありません。 



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 1,123,829 1,055,164

受取手形及び売掛金 690,528 731,543

商品 1,605 4,339

仕掛品 27,928 4,167

繰延税金資産 77,400 79,274

その他 31,389 25,096

貸倒引当金 △1,576 △1,683

流動資産合計 1,951,104 1,897,901

固定資産   

有形固定資産 24,188 26,718

無形固定資産   

のれん 54,643 61,473

その他 35,933 41,514

無形固定資産合計 90,576 102,987

投資その他の資産   

投資有価証券 269,384 270,249

繰延税金資産 98,333 97,580

その他 151,962 156,008

貸倒引当金 △7,141 △7,091

投資その他の資産合計 512,538 516,746

固定資産合計 627,304 646,452

資産合計 2,578,409 2,544,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 223,666 286,738

短期借入金 50,000 100,000

未払法人税等 80,196 7,468

賞与引当金 134,799 130,061

役員賞与引当金 － 12,700

その他 151,937 144,964

流動負債合計 640,600 681,933

固定負債   

退職給付引当金 171,735 166,398

役員退職慰労引当金 － 37,174

長期未払金 29,840 －

固定負債合計 201,575 203,573

負債合計 842,176 885,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,250 512,250

資本剰余金 209,700 209,700

利益剰余金 1,035,818 964,198

自己株式 △40 －

株主資本合計 1,757,727 1,686,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,495 △27,300

評価・換算差額等合計 △21,495 △27,300

純資産合計 1,736,232 1,658,848

負債純資産合計 2,578,409 2,544,354



（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 3,298,530

売上原価 2,831,721

売上総利益 466,808

販売費及び一般管理費 295,777

営業利益 171,031

営業外収益  

受取利息 839

有価証券利息 464

受取配当金 1,681

その他 1,068

営業外収益合計 4,054

営業外費用  

支払利息 892

雑損失 133

営業外費用合計 1,026

経常利益 174,058

特別利益  

貸倒引当金戻入額 56

特別利益合計 56

特別損失  

投資有価証券評価損 10,653

特別損失合計 10,653

税金等調整前四半期純利益 163,462

法人税、住民税及び事業税 74,305

法人税等調整額 △2,862

法人税等合計 71,442

四半期純利益 92,019



 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）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（４）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

   (要約)中間連結損益計算書 

  

  
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） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        3,314,314  100.0

Ⅱ 売上原価        2,961,953  89.4

売上総利益        352,360  10.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        240,646  7.3

営業利益        111,713  3.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  832            

２．有価証券利息      3,008            

３．受取配当金      1,014            

４．受取手数料      572            

５．保険解約返戻金     7,938            

６．その他      352  13,718  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,569            

２．その他  153  1,723  0.1

経常利益        123,709  3.7

Ⅵ 特別利益                  

１．役員保険解約返戻金  25,571  25,571  0.8

税金等調整前中間純利益        149,280  4.5

法人税、住民税及び事業
税 

 49,567            

法人税等調整額  13,521  63,089  1.9

中間純利益        86,191  2.6
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