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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） 

当第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

当第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。   

(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 1,060 ― 54 ― 56 ― 20 ―
20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 310.22 288.04
20年3月期第2四半期 ― ―

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 1,883 1,479 78.5 21,924.87
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,479百万円 20年3月期  ―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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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  

平成21年３月期の連結業績予想にいては、特定の数値による予想ではなく、レンジ形式による開示としております。  

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

通期
2,255

～2,346
―

93
～180

―
93

～180
―

46 
～95

―
674.72

～1,401.35

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  無  

(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、６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） 

当第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、前期末及び前年同四半期の株式数については記載しておりません。  

※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５月９日公表の業績予想は、非連結ベースのものでありましたが、平成20年７月の子会社設立に伴い、今回より連結業績予想を作成しております。 
２．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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照くださ
い。 
３．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）を適連結用しております。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  68,001株 20年3月期  ―株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  532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  67,435株 20年3月期第2四半期  ―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（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国の経済は、米国におけるサブ

プライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、原油をはじめとしたエネルギー資源や原材料の価格高騰による物

価上昇等により、企業収益は減少傾向にあり、景気減速感が引き続き増しております。

当社の顧客である不動産業界におきましては、建築費の高騰、金融機関の不動産案件融資の厳格化等、不動産市況

の調整局面が続いており、先行きについても注意が必要と見られております。

　当社を取り巻くインターネット・ITサービス市場におきましては、サービスとしてのソフトウェア、SaaS型サービ

スの認知度向上とともに需要は一層顕在化しつつあり、来たるユーティリティ・コンピューティング時代への期待感

は高まってきております。

このような情勢のなかで、当社グループは、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの本格

的な拡販を展開し、不動産会社向けの全国各地におけるマーケティング活動に注力し、ＡＳＰソリューション事業を

推進してまいりました。

更に、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）より、当社の顧客の主な事業である不

動産事業について、不動産事業に関する業務の理解を深め、よりニーズの高い商品・サービスを効率よく開発できる

環境を用意するため、また、ショールームとしての機能を持ち、且つＡＳＰソリューション事業におけるサービスの

活用メリットを不動産会社へアピールするため、平成20年７月に当社100％出資にて「株式会社いい生活不動産」を設

立いたしました。

なお、当第２四半期連結会計期間におきましては、設立間もないこともあり、売上は計上されておりませんが、今

後は、当社ＡＳＰソリューション事業に寄与する形で、収益の実現を図ってまいります。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,060,157千円、営業利益は54,793千円、経常利益は56,088

千円、四半期純利益は20,919千円となっております。

参考までに、前年同期における非連結ベースの売上高は893,548千円、営業損失は58,213千円、経常損失は56,466千

円、四半期純損失は21,198千円であります。

（ＡＳＰソリューション事業）

　営業体制については、平成20年4月に採用した新人営業20数名を増員し、売上高・顧客数の増加に向けた営業活動を

推進中であり、また、平成20年７月には中京圏の顧客をカバーする名古屋支店を開設し、大阪支店、福岡支店を含め

国内の経済主要都市を中心に営業体制のより一層の強化・整備を推進してまいりました。

商品・サービス状況については、ＡＳＰサービスの新ラインアップであるIP型「不動産物件情報更新管理データベー

ス・システム（売買版）」を平成20年６月にリリース、平成20年７月にIP型「賃貸管理システム」、平成20年８月に

IP型「不動産会社向け営業支援システム」をリリースしており、その他付随する各種オプショナルサービスを含めた

開発活動に注力してまいりました。

また、社内体制につきましては、内部統制の構築・強化を推進する一方で、業務効率化に向けた組織体制の見直し

や社員のコストに対する意識強化を図り、コスト管理についても推進してまいりました。

①売上高

ＡＳＰサービスにおいては、全国規模で営業活動を展開している当社の主力サービス「不動産物件情報更新管理

データベース・システム」の基本ライセンス及び付随する各種オプショナルサービスの拡販を促進してまいりました。

これにより、ＡＳＰサービスの総顧客数は当第２四半期連結会計期間末時点で申込ベース1,604社（2,194店舗）とな

り、売上高は517,413千円となりました。

ＡＳＰサービス顧客平均月額単価（※）については、当第２四半期連結会計期間において、７月実績約57,300円／

社、８月実績約61,100円／社、９月実績約58,800円／社と一定の水準を保っております。

 （※）物販等を除く、「当月のＡＳＰサービス売上高」を「当月のＡＳＰサービス提供ベース社数」で除した数値

アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、主に、ヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！

不動産」に新築マンション及び新築一戸建て物件情報の掲載登録を行う入稿センター業務が好調に推移し、また、

「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務の手数料収入（取扱高総額ではなく、当社の手数料収入部

分のみを売上計上）も順調に推移してまいりました。システム受託開発においては、賃貸管理システムに関するコン

サルティング業務や既存顧客の追加システム開発案件が積み上がりました。その結果、売上高は502,910千円となり

ました。



ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約の一部解約があり、売上高は40,033千円

となりました。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高を、ストック要素売上高及びフロー要素売上高に区分すると、ストック

要素売上高は946,796千円、フロー要素売上高113,560千円となっており、当社の目指す安定的な収益であるストック

要素売上高が占める割合は89.3％と高い水準を維持しております。

②売上原価

主に前事業年度に導入したサーバ設備・システム基盤、サービス提供用自社資産システム・ソフトウェアの減価償

却費やシステム管理維持費等が計上された結果、547,486千円となりました。

③販売費及び一般管理費

平成20年４月の新入社員20数名の増員に伴う人件費および名古屋支店開設に係る費用等が計上された結果、447,174

千円となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,060,357千円、営業利益は65,696千円となっておりま

す。

ＡＳＰソリューション事業の品目別売上高の概況は以下のとおりであります。

品　　　 目

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（千円） 構成割合（％）

ＡＳＰサービス

（ＡＳＰ運用業務）
517,413 48.8

アドヴァンストＡＳＰサービス

（ＡＳＰ開発業務）
502,910 47.4

ネットワーク・ソリューション 40,033 3.8

合　　　 計 1,060,357 100.0

ＡＳＰソリューション事業の要素別売上高の概況は以下のとおりであります。

要素 品目

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（千円） 構成割合（％）

 ストック要素

（※１）
 ＡＳＰサービス 517,413 48.8

  ネットワーク・ソリューション 40,033 3.8

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
337,040 31.8

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
52,309 4.9

 小計 946,796 89.3

 フロー要素

（※２）

 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
113,560 10.7

  合計 1,060,357 100.0

※１ ストック要素

継続的な契約にもとづき、毎月一定の売上が計上されます。契約数・契約単価が増加すると毎月の売上が増

加し、契約を積上げていくことで安定した収益を上げることが可能です。

 ※２ フロー要素

都度の契約にもとづき、１契約（１納品）につき１回売上が計上されます。受注件数・受注金額が増加する

と売上が増加しますが、継続的ではなく、一時的な売上となるので事業年度毎に変動する余地が大きい性質

を持つ売上であります。



平成20年３月～９月におけるＡＳＰサービスの総顧客数の推移は以下のとおりであります。  

（単位：社、店舗） 
 平成20年

 3月 4月  5月  6月  7月  8月  9月 

社数
サービス提供ベース 1,454 1,451 1,490 1,527 1,542 1,556 1,572

申込ベース 1,469 1,468 1,512 1,563 1,562 1,578 1,604

店舗数
サービス提供ベース 1,890 1,898 1,961 2,016 2,044 2,097 2,128

申込ベース 1,918 1,917 1,995 2,086 2,104 2,137 2,194

 ※物販等を除く

（不動産事業）

平成20年７月より、当社100％出資にて「株式会社いい生活不動産」を設立し、不動産事業を開始しておりますが、

設立間もないこともあり、売上高の計上はされておらず、開設関連費用及び運営費用等が計上されております。その

結果、当第２四半期連結累計期間における営業損失は10,902千円となっております。

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

（資産）

　　当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は1,021,773千円となりました。主な内容は、現金及び預金

が688,374千円、受取手形及び売掛金が264,278千円、前払費用が35,522千円、繰延税金資産が25,628千円でありま

す。

　また、当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は861,636千円となりました。主な内容は、ソフト

ウェア及びソフトウェア仮勘定が537,119千円、工具器具及び備品が127,957千円、敷金及び保証金が161,982千円で

あります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は338,008千円となりました。主な内容は、未払金が188,675

千円、賞与引当金が43,464千円、未払法人税等が42,468千円、前受金が35,658千円であります。

　また、当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は66,152千円となりました。これは、「Yahoo!不動

産」賃貸物件情報掲載に関する広告取次業務に係る預り保証金が66,152千円であります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,479,248千円となりました。内容は、資本金が614,060千

円、資本準備金が703,828千円、繰越利益剰余金が186,651千円、自己株式が△25,291千円であります。

②　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、688,374千円となりまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、当第２四半期連結累計期間において273,091千円の増加となりました。主な収入は、税金

等調整前四半期純利益55,797千円、減価償却費98,484千円、未払金の増加61,831千円、売上債権の減少51,514千円

等であり、主な支出は、未払消費税等の減少額34,454千円、法人税等の支払額7,816千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、当第２四半期連結累計期間において161,554千円の減少となりました。主な支出は、有

形・無形固定資産の取得による支出150,216千円、敷金及び保証金の差入による支出11,307千円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、当第２四半期連結累計期間において1,125千円の増加となりました。収入は新株予約権の

行使に伴う株式の発行による収入1,320千円であり、支出は自己株式取得による支出194千円であります。 

なお、当社は当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減の状

況については記載しておりません。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月27日に公表しましたとおりであります。

売上高　　 2,255～2,346百万円　　　

 営業利益　　　  93～180百万円

 経常利益　　　  93～180百万円

 当期純利益　　   46～95百万円

　平成21年３月期の業績予想につきましては、ＡＳＰサービス売上高に影響を与える営業人員の変動（増加）数が大

きく、且つ、受託開発案件の受注状況の変動が業績へ与える影響も大きいことを勘案した結果、特定の数値による予

想ではなく、レンジ形式による開示としております。

　また、ご参考までに平成21年３月期の通期の個別業績予想につきましては、平成20年５月９日に公表しております

業績予想に変更はありません。

売上高　　　2,253～2,344百万円　　　

 営業利益　　　  109～196百万円

 経常利益　　　  109～196百万円

 当期純利益　　   62～111百万円

（当第３四半期連結会計期間以降の活動方針）

　当第３四半期連結会計期間以降につきましては、引き続きＡＳＰソリューション事業のストック要素であるＡＳＰ

サービスの拡販及び新商品の開発に注力し、事業拡大を図っていく方針であります。

ＡＳＰソリューション事業における営業体制については、平成20年4月に採用した新人営業の稼動が上がりつつある

とともに、平成20年７月に開設した名古屋支店が中京圏の既存顧客および潜在顧客への本格的な営業を開始しており、

売上高及び顧客数拡大のスピードアップに努めてまいります。

ＡＳＰソリューション事業における新商品・サービスの開発面については、当第２四半期連結累計期間に、IP型「不

動産物件情報更新管理データベース・システム（売買版）」、IP型「賃貸管理システム」およびIP型「不動産会社向

け営業支援システム」等をリリースしており、これら基本商品・サービスに付随する各種オプショナルサービスの開

発に引き続き注力すること、不動産関連システムのワンストップ・ソリューション提供体制を整備してまいります。

不動産事業については、積極的に収益を追及していくという位置づけとせず、まずはショールームとしての役割を

十分に担い、それによりＡＳＰソリューション事業の収益拡大に寄与することを最重要課題とする方針であります。

当社グループ全体における売上原価及び販売管理費の費用面については、コスト管理の強化を引き続き推進してい

く方針であります。費用増加要因である不動産事業の運営費用については、業績予想には盛込み済みであり、総費用

全体としては、概ね想定レベル内で推移していくものとみております。

以上のような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は、売上高2,255～2,346百万円、営業利益93～180百万円、経常利

益93～180百万円、当期純利益46～95百万円と見込んでおります。



平成21年３月期におけるＡＳＰソリューション事業の売上高に係る通期の業績予想の内訳については、以下のとお

りであります。

要素 品目

 業績予想

 平成21年３月期

（百万円）

 ストック要素  ＡＳＰサービス 1,298～1,368

  ネットワーク・ソリューション 77

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（ヤフー入稿センター）
600

 
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（広告関連サービス）
89

 小計 2,064～2,134

 フロー要素
 アドヴァンストＡＳＰサービス

（受託開発）
189～210

  合計 2,253～2,344

（注）１．上限・下限の想定について

現在見込んでいる受託開発案件が順調に受注できること、また、ＡＳＰサービスにおける営業一人の獲得でき

る顧客数及び単価が計画どおりに達成することを上限の想定としており、一方、現在の不動産市況等の動向を考

慮し、計画どおりに営業活動が進捗しなかった場合や新サービスの開始時期等が計画どおりに進捗しなかった場

合を下限の想定としております。

（注）２．上記に記載した予想数値は、発表日現在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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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

　該当事項はありません。

（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。



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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 688,374

受取手形及び売掛金 264,278

商品 558

仕掛品 9,454

前払費用 35,522

繰延税金資産 25,628

その他 947

貸倒引当金 △2,990

流動資産合計 1,021,773

固定資産  

有形固定資産  

建物附属設備 44,488

減価償却累計額 △12,908

建物附属設備（純額） 31,580

工具、器具及び備品 335,585

減価償却累計額 △207,628

工具、器具及び備品（純額） 127,957

有形固定資産合計 159,537

無形固定資産  

商標権 1,610

ソフトウエア 513,012

ソフトウエア仮勘定 24,107

無形固定資産合計 538,730

投資その他の資産  

出資金 30

敷金及び保証金 161,982

長期前払費用 1,357

投資その他の資産合計 163,369

固定資産合計 861,636

資産合計 1,883,409



（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) 

負債の部  

流動負債  

未払金 188,675

未払法人税等 42,468

前受金 35,658

預り金 7,299

賞与引当金 43,464

その他 20,441

流動負債合計 338,008

固定負債  

長期預り保証金 66,152

固定負債合計 66,152

負債合計 404,160

純資産の部  

株主資本  

資本金 614,060

資本剰余金  

資本準備金 703,828

資本剰余金合計 703,828

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 186,651

その他利益剰余金合計 186,651

自己株式 △25,291

株主資本合計 1,479,248

純資産合計 1,479,248

負債純資産合計 1,883,409



（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 1,060,157

売上原価 547,486

売上総利益 512,671

販売費及び一般管理費 457,877

営業利益 54,793

営業外収益  

受取利息 571

貸倒引当金戻入額 717

雑収入 6

営業外収益合計 1,294

経常利益 56,088

特別損失  

固定資産除却損 290

特別損失合計 290

税金等調整前四半期純利益 55,797

法人税、住民税及び事業税 38,220

法人税等調整額 △3,342

法人税等合計 34,878

四半期純利益 20,919



（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 55,797

減価償却費 98,484

固定資産除却損 290

貸倒引当金の増減額（△は減少） △717

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,731

受取利息及び受取配当金 △571

売上債権の増減額（△は増加） 51,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,067

未払金の増減額（△は減少） 61,831

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,454

預り保証金の増減額（△は減少） 15,660

その他 33,835

小計 280,335

利息及び配当金の受取額 571

法人税等の支払額 △7,816

営業活動によるキャッシュ・フロー 273,091

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 △40,976

無形固定資産の取得による支出 △109,240

敷金及び保証金の差入による支出 △11,307

その他 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,554

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 1,320

自己株式の取得による支出 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,662

現金及び現金同等物の期首残高 575,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 688,374



　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

〔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）  

 
ASPソリュー
ション事業

不動産事業 計 消去又は全社 連結

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,060,157 － 1,060,157 － 1,060,157

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
200 － 200  (200) －

 計 1,060,357 － 1,060,357  (200) 1,060,157

 営業利益 65,696 △10,902 54,793 － 54,793

　（注）１．事業区分の方法

　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．各事業区分の主要な事業内容

　①ＡＳＰソリューション事業

不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰ・SaaS型サービスの提供等

　（主なサービス）ＡＳＰサービス、アドヴァンストＡＳＰサービス、ネットワーク・ソリューシション

　②不動産事業

不動産の売買・賃貸・管理・仲介および鑑定ならびにコンサルティング業務等

〔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）

　在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

　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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）（要約）中間損益計算書

 
前中間会計期間

（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  893,548 100.0

Ⅱ　売上原価  538,658 60.3

売上総利益  354,889 39.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  413,103 46.2

営業損失  58,213 6.5

Ⅳ　営業外収益  1,747 0.2

　経常損失  56,466 6.3

Ⅴ　特別利益  32,798 3.6

Ⅵ　特別損失  1,185 0.1

税引前中間純損失  24,853 2.8

法人税、住民税及び事業税 2,171   

法人税等調整額 △5,827 △3,655 △0.4

中間純損失  21,198 2.4

（注）当第２四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに前事業年度の（要約）中間損益計算書を記載

しております。



（２）（要約）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失  △24,853

減価償却費  79,937

投資有価証券売却益  △32,798

固定資産除却損  1,185

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △999

賞与引当金の増加額  5,469

受取利息及び受取配当金  △537

売上債権の減少額
（△増加額）

 84,061

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △6,630

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 △3,377

預り保証金の増加額  6,863

その他  6,475

小計  114,796

利息及び配当金の受取額  537

法人税等の支払額  △14,989

営業活動によるキャッシュ・フロー  100,344

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  △13,657

無形固定資産の取得による支出  △95,917

投資有価証券の売却による収入  33,548

敷金・保証金の償還による収入  150

敷金・保証金の差入による支出  △9,550

投資活動によるキャッシュ・フロー  △85,426

Ⅲ　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  2,700

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,700

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

 17,618

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  556,470

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高  574,089

   

（注）当第２四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに前事業年度の（要約）中間キャッシュ・フロー

計算書を記載しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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