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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） １．20年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、20年３月期第２四半期については記載をしておりません。 
    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、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、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2四半期 377 ― △37 ― 37 ― 36 ―
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 868.32 ―
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 824 468 56.7 11,280.46
20年3月期 801 431 53.9 10,412.13

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  468百万円 20年3月期  431百万円

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   

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 820 197.3 7 ― 79 ― 50 ― 1,227.94

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）  有  

(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．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、本資料の発表日現在においての経済環境や事業計画等に基づいて作成したものであり、業績の実績は
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、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「定期性情報・財務諸表等」３．連結業務予想に関す
る定期性情報をご覧下さい。 
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 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日を適用しています。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います。 

新規 2 社 （社名
株式会社ビジネス・ワンファイナンス        
株式会社ビジネス・ワン

） 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  41,489株 20年3月期  41,489株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  0株 20年3月期  0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  41,489株 20年3月期第2四半期  41,489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 

 平成20年４月１日から９月30日の６か月間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、米国のサブプライ

ムローン問題の影響が広がりを見せており、米国における大手証券会社の破綻、株価の下落等、国内外における

金融市場の混乱が一層深刻化してきております。加えて、原材料価格の高騰も依然として続いており、輸出や生

産の減少、企業業績や個人消費の伸び悩み等、景気は後退局面に入ってきております。 

 足元の状況におきましても、金融市場の混乱に起因した不動産投資マネーの収縮や、改正建築基準法の影響等

が表面化し、不動産市況は急激に悪化、それに伴う大手不動産関連企業等の倒産が相次ぐ等、不動産金融市場の

先行きは引き続き予断を許さない状況にあります。 

 このような環境の下、当社におきましては、平成20年７月１日より、当社グループ各企業の役割及び責任分担

を明確化させ、経営の管理を強化し、グループ全体の資本効率を向上させ、グループ全体の早期に業績回復を目

指すため、持株会社制に移行することが適切であると判断し、ソフトウェア事業を当社新設子会社へ事業譲渡

し、持株会社となり各事業部門が子会社を経営指導及び管理する体制を構築いたしました。 

 その結果、下記セグメント別の記載の通り、不動産事業における分譲マンション管理収益は安定的に推移した

ものの、ソフトウェア事業におけるパッケージソフトウェアの売上高不足が影響し、当第２四半期におきまして

は、連結売上高は377,026千円、営業損失37,422千円となりました。しかしながら、アドバイザリー契約等によ

る受取手数料を含む営業外収益84,223千円を計上したことにより、経常利益37,952千円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりとなりました。 

①ソフトウェア事業 

 当第２四半期において、弊社製品「フォーム名人ＲｅＢｏ」「写楽々ＲｅＢｏ」、物件台帳管理システム「コ

ロンバス」販売強化のため、既存顧客をターゲットとした受注活動に注力するとともに、製品の質や生産性の向

上に努めてまいりました。加えて受託開発案件の受注高確保のため、自社パッケージソフトウェアをベースとし

たカスタマイズ中心の提案型営業を展開し、既存顧客の満足度向上に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、設備投資が減少傾向となったこと、主要販社との販売後の保守対応に関する調整に時間を要

し、販促活動が鈍ったことからパッケージソフトウェア製品の販売が伸び悩む状況で推移したため、当第２四半

期におきましては、売上高77,662千円、営業損失40,673千円という結果になりました。 

②不動産事業 

 当第２四半期においては、前連結会計年度においてＭ＆Ａにより取得した２社の分譲マンション管理会社が管

理する既存の管理組合顧客に対して、安定したサービスの提供を行うと共に、新規管理物件取得に向けて積極的

な活動を展開してまいりました。 

 その結果、分譲マンション管理収益は安定的に増加し、当第２四半期におきましては、売上高287,161千円、

営業利益29,912千円となりました。 

③ファイナンス事業 

 当社連結子会社の株式会社ビジネス・ワンファイナンスが平成20年７月15日付けで貸金業の登録を受けたこと

から、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から９月30日の３か月間）よりファイナンス事業の営業活

動を開始致しました。 

 今後法人向け不動産担保貸付を主として営業してまいりますが、営業開始より間もないこともあり当第２四半

期におきましては、売上高4,202千円、営業利益3,683千円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （１）財政状態の分析 

（資産）  

 当第２四半期における資産の残高は824,762千円（前連結会計年度末801,850千円）となりました。その内訳

は、流動資産334,174千円、固定資産490,587千円となり、前連結会計年度末に比べ22,911千円増加いたしまし

た。 

 これは主に、営業活動により現金及び預金が増加したものであります。 

 （負債） 

 当第２四半期における負債の残高は356,747千円（前連結会計年度末369,861千円）となりました。その内訳

は、流動負債125,346千円、固定負債231,400千円となり、前連結会計年度末に比べ13,114千円減少いたしまし

た。 

 これは主に、長期借入金の約定返済による減少であります。 

（純資産） 

 当第２四半期における純資産の残高は468,015千円（前連結会計年度末431,989千円）となり、36,025千円増加

いたしました。 

 これは主に、四半期純利益として36,025千円を計上したことによります。 

(２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、247,334千円となりました。 

 当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果取得した資金は102,330千円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益37,563千

円、減価償却費10,968千円、のれん償却額26,573千円及び売上債権の減少による増加28,229千円等によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は25,304千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出9,110千

円及び敷金及び保証金の差入による支出12,186千円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は17,831千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出17,017千円

等によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月14日に発表致しました「平成

20年３月期決算短信」における予想を変更しておりません。 
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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） 

 当第２四半期より株式会社ビジネス・ワンファイナンス及び、株式会社ビジネス・ワンを新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。 

（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 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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２四半期末の棚卸高の算出については、実施棚卸を実施せず、前連結会計年度末の実施棚卸高を基礎とし

て、合理的な方法により算出する方法によっております。 

 ③固定資産の減価償却費の算出方法 

 減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分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。 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、過去６期にわたり継続的に営業損失を計上しており、当第２四半期においても営業損失を計

上していることから、継続企業前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在しております。 

 このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行してまいります。 

   １．経営体制見直しについて 

 当社グループは、上記の結果を勘案し、平成20年７月１日より持株会社制の導入を行い、根本的な経営体制の

見直しに着手いたしました。これにより、経営の管理体制を強化するとともに、各会社の役割及び責任分担を明

確化いたします。さらに、ソフトウェア、不動産、ファイナンスの３事業を営む連結子会社４社を当社が経営指

導及び管理を行っていくことにより、グループ全体での早期業績回復を図ってまいります。 

   ２．ソフトウェア事業の組織体制の見直しについて 

 同事業は、当第２四半期において40,673千円の営業損失を計上しており、間接部門の販売費及び一般管理費を

吸収できない状況です。平成20年７月１日付で100％連結子会社に同事業を移管いたしておりますが、さらに、

全社的な組織体制の見直しと経費の削減を行い、開発製品を絞り込むなどの効率的な運営を行っていくととも

に、福岡県という大きな市場をターゲットとして新たな営業活動を展開し、売上高の増加を目指してまいりま

す。 

   ３．不動産事業の事業基盤の強化 

 同事業は、当第２四半期においては、連結子会社２社による分譲マンション管理が主体となっております。平

成20年９月30日現在２社での合計管理戸数は6,527戸となっておりますが、管理戸数10,000戸を中期的な目標と

して、積極的に営業活動を行ってまいります。また、平成20年10月１日に２社を合併し、上記物件増に対応でき

る体制を構築するとともに業務の合理化を進め、利益を追求してまいります。 
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（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列により区分しております。 

 （追加情報） 

従来、事業区分は「ソフトウェア事業」、「不動産事業」２事業区分に分類しておりましたが、当第２四半期

連結累計期間より、子会社設立及び持株会社制を導入したことに伴いセグメントを新設しております。これに

より、「ソフトウェア事業」、「不動産事業」、「ファイナンス事業」、「その他の事業」の４事業区分に変

更しております。 

    ２．各事業区分に属する主要な内容 

      ソフトウェア事業：業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・販売・保守及び 

           受注によるシステムならびにそれに類するものの開発 

 不動産事業：分譲マンションの管理及び不動産媒介 

 ファイナンス事業：法人向け不動産担保ローン等による貸付業務 

 その他の事業：子会社に対する経営指導、フィービジネス事業 

〔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） 

 当第２四半期連結累計期間において、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ありませ

んので、該当事項はありません。  

〔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） 

当第２四半期連結累計期間において、海外売上高がありませんので、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。 

  
ソフトウェア 

事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

ファイナンス
事業  

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
77,662 287,161 4,202 8,000 377,026 － 377,026 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － 23,195 23,195 (23,195) － 

計 77,662 287,161 4,202 31,195 400,221 (23,195) 377,026 

営業利益又は営業

損失(△) 
△40,673 29,912 3,683 △10,088 △17,167 (20,256) △37,422 
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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 247,334 188,138

受取手形及び売掛金 65,781 94,011

原材料 2,145 2,329

仕掛品 2,393 103

その他 16,569 15,408

貸倒引当金 △50 △50

流動資産合計 334,174 299,941

固定資産   

有形固定資産 120,187 118,000

無形固定資産   

のれん 227,175 253,749

その他 19,318 15,520

無形固定資産合計 246,493 269,269

投資その他の資産   

投資有価証券 100,120 104,679

その他 23,786 9,959

投資その他の資産合計 123,906 114,638

固定資産合計 490,587 501,909

資産合計 824,762 801,850

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,459 13,107

1年内返済予定の長期借入金 35,380 34,605

未払法人税等 1,642 8,145

賞与引当金 3,293 7,024

その他 72,571 55,873

流動負債合計 125,346 118,755

固定負債   

長期借入金 221,988 239,781

退職給付引当金 6,668 7,767

その他 2,743 3,557

固定負債合計 231,400 251,106

負債合計 356,747 369,861

－7－



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,034 789,634

資本剰余金  634,734

利益剰余金 31,980 △992,380

株主資本合計 468,015 431,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 468,015 431,989

負債純資産合計 824,762 801,850

－8－



（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 377,026

売上原価 228,204

売上総利益 148,821

販売費及び一般管理費 186,243

営業損失（△） △37,422

営業外収益  

受取利息 556

投資有価証券売却益 448

受取手数料 82,225

その他 992

営業外収益合計 84,223

営業外費用  

支払利息 6,918

支払手数料 1,910

その他 20

営業外費用合計 8,849

経常利益 37,952

特別利益  

貸倒引当金戻入額 305

特別利益合計 305

特別損失  

固定資産除却損 693

特別損失合計 693

税金等調整前四半期純利益 37,563

法人税、住民税及び事業税 1,537

法人税等合計 1,537

四半期純利益 36,025

－9－



（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 37,563

減価償却費 10,968

のれん償却額 26,573

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,730

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305

受取利息及び受取配当金 △556

支払利息 3,393

投資有価証券売却損益（△は益） △448

固定資産除却損 693

売上債権の増減額（△は増加） 28,229

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,105

仕入債務の増減額（△は減少） △648

未払消費税等の増減額（△は減少） 194

その他 10,080

小計 108,804

利息及び配当金の受取額 556

利息の支払額 △3,393

法人税等の支払額 △6,503

法人税等の還付額 2,867

営業活動によるキャッシュ・フロー 102,330

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △480

投資有価証券の売却による収入 5,008

有形固定資産の取得による支出 △8,535

無形固定資産の取得による支出 △9,110

敷金及び保証金の差入による支出 △12,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,304

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △17,017

割賦債務の返済による支出 △813

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,195

現金及び現金同等物の期首残高 188,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 247,334
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