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1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 503 ― △2 ― △2 ― △12 ―
20年5月期第2四半期 526 12.0 24 9.8 24 266.6 13 398.2

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2四半期 △2,760.50 ―
20年5月期第2四半期 2,940.65 ―

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2四半期 451 344 76.2 79,478.56
20年5月期 499 362 72.5 81,082.59

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  344百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 1,007 △7.8 △7 ― △7 ― △17 ― △4,085.16

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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2四半期  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2四半期  138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2四半期  4,430株 20年5月期第2四半期  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。  



 当第２四半期会計期間における我が国経済は、米国金融不安に端を発する景気減速により、一層、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が顕著に現れてまいりました。 

 当社の属する情報サービス業界におきましては、企業の底堅いＩＴ関連投資はあるものの、今後の景気の動向によっ

ては、企業がＩＴ関連投資を抑制することも懸念され、ＩＴ関連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ることで、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、厳格にＩＴエンジニア志望者を選考し、育成カリ

キュラムの充実を行いました。加えて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ぐことで優秀

なＩＴエンジニアの育成を行いました。また、新規事業としてスクール事業を開始し、一般個人向けに有償でプログラ

ミング言語の習得等を目的に教育を行うスクールを開校いたしました。  

 以上の結果、当第２四半期会計期間における当社売上高は247,539千円、売上総利益87,888千円、営業損失3,393千

円、経常損失3,541千円、四半期純損失11,734千円となりました。 

 なお、当第２四半期累計期間における当社売上高は503,573千円、売上総利益181,070千円、営業損失2,393千円、経

常損失2,512千円、四半期純損失12,229千円となりました。 

  

 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名からスタートしましたが、当第２四半期会計期間末におい

て179名に減少しております。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や取引先

企業において案件の中止及び延期等が発生したことから、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。一方、より優秀なＩＴエンジニアを望む声が高まっているため、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いました。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ております。その結果当第２四半期会計期間における売上高は245,097千円、売上総利益

は86,776千円となりました。 

  

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。その結果当第２四半期会計期間

における売上高は2,370千円、売上総利益は1,072千円となりました。 

  

③その他事業 

 その他事業においては、スクール事業を開始いたしましたが、受講者は数名に留まっております。その結果当第２

四半期会計期間における売上高は72千円、売上総利益は39千円となりました。 

   

資産・負債・純資産の状況 

（資産） 

 資産合計は451,389千円となりました。 

 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損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56,546千円となりました。 

  

（負債） 

 負債合計は107,246千円となりました。 

 流動負債については、未払費用の減少、未払法人税等の減少等により107,246千円となりました。 

 固定負債については、当第２四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344,142千円となりました。 

 減少の要因は、利益処分による配当金の支払及び自己株式の取得によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



  

平成20年12月24日に発表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

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。  

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
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 243,473 273,523

売掛金 122,039 155,178

仕掛品 13,794 1,853

貯蔵品 454 426

その他 15,635 16,705

貸倒引当金 △554 △826

流動資産合計 394,842 446,860

固定資産   

有形固定資産 7,970 6,050

無形固定資産 8,041 5,402

投資その他の資産 40,534 41,562

固定資産合計 56,546 53,014

資産合計 451,389 499,875

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,027 4,391

未払費用 63,010 73,796

未払法人税等 2,064 17,315

その他 39,144 42,095

流動負債合計 107,246 137,598

負債合計 107,246 137,598

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 32,495 49,192

自己株式 △5,703 －

株主資本合計 344,142 366,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △4,265

評価・換算差額等合計 － △4,265

純資産合計 344,142 362,277

負債純資産合計 451,389 499,875



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 503,573

売上原価 322,502

売上総利益 181,070

販売費及び一般管理費 183,464

営業損失（△） △2,393

営業外収益  

受取利息 52

営業外収益合計 52

営業外費用  

支払利息 40

支払手数料 57

雑損失 72

営業外費用合計 170

経常損失（△） △2,512

特別利益  

貸倒引当金戻入額 271

特別利益合計 271

特別損失  

固定資産除却損 9

投資有価証券評価損 7,925

特別損失合計 7,934

税引前四半期純損失（△） △10,175

法人税、住民税及び事業税 450

法人税等調整額 1,604

法人税等合計 2,054

四半期純損失（△） △12,229



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 247,539

売上原価 159,650

売上総利益 87,888

販売費及び一般管理費 91,282

営業損失（△） △3,393

営業外収益  

受取利息 23

営業外収益合計 23

営業外費用  

支払利息 40

支払手数料 57

雑損失 72

営業外費用合計 170

経常損失（△） △3,541

特別利益  

貸倒引当金戻入額 48

特別利益合計 48

特別損失  

投資有価証券評価損 7,925

特別損失合計 7,925

税引前四半期純損失（△） △11,417

法人税、住民税及び事業税 △7,879

法人税等調整額 8,196

法人税等合計 316

四半期純損失（△） △11,734



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △10,175

減価償却費 2,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △271

受取利息及び受取配当金 △52

固定資産除却損 9

支払利息 40

支払手数料 57

投資有価証券評価損益（△は益） 7,925

売上債権の増減額（△は増加） 33,138

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,969

立替金の増減額（△は増加） △1,685

仕入債務の増減額（△は減少） △1,363

未払費用の増減額（△は減少） △10,786

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,766

未払金の増減額（△は減少） 1,499

その他 △40

小計 1,984

利息及び配当金の受取額 52

利息の支払額 △40

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 △13,657

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 △3,402

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,851

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △5,760

配当金の支払額 △3,781

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,050

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 243,473



 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        526,244  100.0

Ⅱ 売上原価        347,252  66.0

売上総利益        178,992  34.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        154,079  29.3

営業利益        24,912  4.7

Ⅳ 営業外収益        66  0.0

Ⅴ 営業外費用        －  －

経常利益        24,979  4.7

Ⅵ 特別利益        224  0.1

Ⅶ 特別損失        40  0.0

税引前中間純利益        25,162  4.8

法人税、住民税及び事業
税 

 11,782            

法人税等調整額  241  12,023  2.3

中間純利益        13,138  2.5

        




