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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,925 ― 193 ― 205 ― 4 ―
20年3月期第3四半期 12,392 23.9 688 182.0 700 193.0 281 149.2

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3月期第3四半期 0.46 0.46
20年3月期第3四半期 32.13 31.66

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3四半期 9,861 6,559 62.7 708.91
20年3月期 10,695 6,734 59.0 718.44

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  6,186百万円 20年3月期  6,305百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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 16,300 △7.2 650 △49.4 655 △49.4 330 △37.4 36.80

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、３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報等による判断及び仮定により算出しておりま
す。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありますのでご承知おき下さい。な
お業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 8,969,000株 20年3月期 8,961,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 242,588株 20年3月期 184,504株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 8,772,282株 20年3月期第3四半期 8,734,558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

日本国経済は、世界的な景気後退局面の影響を受けて急速に悪化しており、景気の先行きについても厳しい状況が

長引く可能性が高くなっております。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、グループ各社の協調した受注活動、徹底したプロジェ

クト管理、販管費の削減を強力に推進してまいりましたが、事業分野を問わず、需要の急激な減退が顕在化したため、

前年に比較して売上、利益とも大きく減少する結果となりました。これにより、第３四半期連結累計期間における業

績は売上高10,925百万円、営業利益193百万円、経常利益205百万円、四半期純利益４百万円となりました。経営成績

の概要について以下に事業分野別に記載いたします。

コンサルティング事業分野は、会社法、金融商品取引法等の法改正に起因した内部統制コンサルティングサービス

が、文書化以後の内部統制運用段階での支援需要はあるものの、絶対量が前年に比較して大幅に減少しております。

上記の対処として、前年に内部統制の旺盛な需要に対応するために投入した経営資源を従来のサービスに順次移管し

ておりますが、内部統制の需要減少を補うに至りませんでした。ＳＩ(システムインテグレーション)に関しましては、

景気の影響を受けて、大型開発案件の受注低迷が継続しており、売上が前年に比較して大きく減少する結果となりま

したが、ＳＩ開発後のシステムコンサルティングが前年比で増加しており、ＳＩ開発の減少を補填しております。

システム開発事業分野は、景気の急激な減退に合わせて顧客企業の情報化投資の縮小・延期が鮮明になり、グルー

プ各社協調して受注機会の創出をいたしましたが、金融業界(証券、銀行、保険等)及び自動車業界を中心とする製造

業からの受注が急激に減少しております。とりわけ金融業界の情報化投資の抑制は顕著であり、当該セグメントの売

上を大きく減少させる要因となりました。

アウトソーシング事業分野は、企業の業績悪化の影響を受けて、人材派遣の分野で需要が一部減少傾向にあるもの

の、給与・労務等に関わるアウトソーシング、経理・財務等のアウトソーシングも含めて概ね前年以上の売上を確保

しております。また、当第３四半期会計期間において、主に外資系企業に対してＩＴに特化した人材派遣や人材紹介

サービス、システムのアウトソーシングサービスを展開している法人の事業を譲り受け、事業を開始しておりますの

で、当第３四半期連結累計期間の損益に及ぼす影響は大きくはありませんが、今後当該セグメントの売上高を大きく

増加させることが見込まれます。一方で、事業規模拡大のための投資や上述の事業譲り受けに伴う一時的な支出の影

響を受けて費用が増加しております。

第３四半期連結累計期間における営業利益につきましては、営業費用を厳格に管理したことにより前年以下の水準

に抑えたものの、コンサルティング事業セグメント及びシステム開発セグメントの売上高の大幅な減少により、前年

を下回る結果となりました。

 

　（当社の事業特性について）

　従来より、当社のコンサルティング事業及びシステム開発事業では、請負契約による当社の成果物に対する検収が

顧客の事業年度末に集中する傾向が強く、その結果当社の売上高及び利益は第２四半期会計期間及び第４四半期会計

期間に偏る傾向があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は9,861百万円となり、前連結会計年度末に比べ834百万円の減少となりまし

た。この減少は、現金及び預金の減少814百万円、前期末に集中して計上された売掛金の減少810百万円、請負契約によ

り第３四半期連結会計期間末において開発中の案件となる仕掛品の増加490百万円、社内システム開発によるソフトウェ

アの増加82百万円及び事業譲受に伴うのれんの増加99百万円に起因した無形固定資産の増加181百万円等によります。

なお、売上高及び仕掛品の変動は売上高が第４四半期連結会計期間末に偏重することに起因しております。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は3,302百万円と、前連結会計年度末に比べ659百万円の減少となりました。

この減少は、主に前期末に委託費計上した債務の支払による買掛金の減少207百万円、賞与引当金の減少335百万円、未

払法人税等の減少261百万円等によります。なお、買掛金の変動は売上高が第４四半期連結会計期間末に偏重すること

に起因しており、賞与引当金の減少は引当対象期間の違いに起因するものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は6,559百万円と、前連結会計年度末に比べ175百万円減少しました。この

減少は、主として剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少101百万円、少数株主持分の減少56百万円によります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想に関しましては、平成20年９月12日付、当社「業績予想の修正に関するお知らせ」にて開示いたしま

した業績予想通りに概ね推移しておりますので、業績予想の見直しは致しておりません。
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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）

　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

・会計処理基準に関する事項の変更

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。

２．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簿価切下

げの方法）により算定しております。

  なお、これによる当第３四半期連結累計期間における損益に与える影響はありません。

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。

  なお、これによる当第３四半期連結累計期間における損益に与える影響は軽微であります。
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,704,987 5,519,401

売掛金 1,902,348 2,712,457

有価証券 20,544 56,817

仕掛品 577,316 87,612

その他 573,048 502,204

貸倒引当金 △151 △961

流動資産合計 7,778,092 8,877,530

固定資産   

有形固定資産 190,525 171,465

無形固定資産   

のれん 98,810 －

その他 114,929 33,116

無形固定資産合計 213,739 33,116

投資その他の資産   

その他 1,688,292 1,617,923

貸倒引当金 △9,297 △5,050

投資その他の資産合計 1,678,995 1,612,873

固定資産合計 2,083,259 1,817,454

資産合計 9,861,351 10,694,984

負債の部   

流動負債   

買掛金 453,792 660,434

短期借入金 50,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 4,000 4,000

未払法人税等 13,039 274,303

賞与引当金 330,813 666,269

役員賞与引当金 27,375 45,779

その他 826,576 717,430

流動負債合計 1,705,595 2,408,215

固定負債   

長期借入金 2,000 4,000

退職給付引当金 1,431,614 1,371,665

役員退職慰労引当金 136,769 146,271

その他 26,046 30,411

固定負債合計 1,596,429 1,552,347

負債合計 3,302,023 3,960,562



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,218,860 2,217,340

資本剰余金 2,654,808 2,653,288

利益剰余金 1,441,242 1,542,583

自己株式 △116,455 △92,268

株主資本合計 6,198,455 6,320,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,197 △15,585

評価・換算差額等合計 △12,197 △15,585

少数株主持分 373,070 429,063

純資産合計 6,559,328 6,734,421

負債純資産合計 9,861,351 10,694,984



(2) 四半期連結損益計算書 
 (第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,925,422

売上原価 8,772,248

売上総利益 2,153,173

販売費及び一般管理費 1,959,732

営業利益 193,441

営業外収益  

受取利息 8,325

受取配当金 5,184

その他 10,180

営業外収益合計 23,689

営業外費用  

支払利息 1,112

事務所移転費用 6,290

その他 4,652

営業外費用合計 12,054

経常利益 205,077

特別損失  

投資有価証券評価損 36,889

その他 10,221

特別損失合計 47,110

税金等調整前四半期純利益 157,966

法人税、住民税及び事業税 58,981

法人税等調整額 82,200

法人税等合計 141,181

少数株主利益 12,761

四半期純利益 4,024



　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。
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「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額

Ⅰ　売上高 12,392

Ⅱ　売上原価 9,633

　売上総利益 2,759

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,071

　営業利益 688

Ⅳ　営業外収益 20

Ⅴ　営業外費用 7

　経常利益 700

Ⅵ　特別利益 3

Ⅶ　特別損失 68

　　税金等調整前四半期純利益 636

　　税金費用 318

　　少数株主損益 37

　　四半期純利益 281
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