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１．平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年３月21日　～　平成20年12月20日）

(1）経営成績 （％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（当期）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 6,894 (△24.6) △146 (－) △143 (－) △354 (－)

20年３月期第３四半期 9,145 (△18.9) △241 (－) △229 (－) △235 (－)

20年３月期 12,186  △521  △510  △503  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第３四半期 △23 58 － －

20年３月期第３四半期 △15 71 － －

20年３月期 △33 54 － －

(2）財政状態  

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 5,248 3,372 64.3 224 64

20年３月期第３四半期 6,831 3,995 58.5 266 12

20年３月期 6,282 3,727 59.3 248 26

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期第３四半期 147 99 323 1,623

20年３月期第３四半期 98 49 △168 1,373

20年３月期 △281 134 △194 1,053
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

20年３月期第３四半期 － －

21年３月期第３四半期 － －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年３月21日　～　平成21年３月20日）　【参考】

　平成20年12月16日付「会社分割(簡易新設分割)による情報通信事業の分社化のお知らせ」にて発表しました子会社の設

立により、平成21年3月期は連結決算となるため、今回より業績予想は連結と個別に分け、記載しております。

　（1）平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日　～　平成21年３月20日）

 （％表示は対前期増減率）

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 8,878 （－） △305 （－） △313 （－） △526 （－） △35 07

　（2）平成21年３月期の個別業績予想（平成20年３月21日　～　平成21年３月20日）

 （％表示は対前期増減率）

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 8,568 (△7.3) △336 （－） △344 （－） △557 （－） △37 11

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

（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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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、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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国経済は、リーマン・ショックに端を発した金融危機による世界規模の急激な景気悪化に

伴い、自動車業界などの不振が企業の設備投資抑制、雇用調整に至り、個人消費の更なる悪化を招き、景気は急速に後

退いたしました。

　当業界におきましては、当社の主要取引先である飲食店、ショッピングセンター、百貨店などが、売上不振を受けて

改装の延期、凍結及び新規出店計画の先送りを決定するなど予想を超えるスピードで内装工事の需要が急減いたしまし

た。

　このような状況のもと、当社は、専業工事業務において新規顧客への営業活動を強化し、総合工事業務においては週

次での営業進捗ミーティングを開催するとともに、社長を中心として得意先動向の情報収集、引合案件確保の為の受注

活動を実施いたしました。また、主要株主であるピーアークグループおよびセガサミーグループからお客様の紹介を受

け、トップ営業に注力いたしました。その結果、売上総利益率の改善、人件費を含めた諸経費の削減は計画どおりに進

みましたが、未曾有の景気悪化により予想を超える売上高の減少となり、利益の確保ができませんでした。

　これらの結果、当第３四半期における売上高は6,894百万円（前年同期比24.6％減）、営業損失146百万円（前年同期

は営業損失241百万円）、経常損失143百万円（前年同期は経常損失229百万円）、四半期純損失354百万円（前年同期は

四半期純損失235百万円）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（財政状態の変動状況）

　総資産は、現金及び預金が570百万円増加しましたが、受取手形が231百万円、完成工事未収入金が757百万円、た

な卸資産が280百万円、投資有価証券が257百万円それぞれ減少したこと等により、前期末に比べ1,034百万円減少し、

5,248百万円となりました。

　負債は、短期借入金が400百万円増加しましたが、支払手形が159百万円、工事未払金が703百万円及びその他流動

負債が171百万円減少したことにより、前期末に比べ679百万円減少し、1,875百万円となりました。

　純資産は、前期末に比べ354百万円減少し、3,372百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ570百万円増加し、1,623

百万円となりました。

　営業活動の結果得られた資金は147百万円となりました。

　これは主に、仕入債務の減少額807百万円に、売上債権の減少額964百万円の減少要因を反映した結果であります。

　投資活動の結果得られた資金は99百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入が66百万円、その他保証金の返還による収入が67百万円あった一方、

有形固定資産の取得による支出が35百万円あったこと等によるものであります。

　財務活動の結果得られた資金は323百万円となりました。

　これは主に、借入れによる収入が400百万円あったこと等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期までの業績、年度末の動向、また、今後も引き続き厳しい

経営環境が予想されることを踏まえ、平成20年11月５日の「平成21年３月期中間決算短信」発表時の業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日発表の「平成21年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。なお、平成20年12月16日付「会社分割(簡易新設分割)による情報通信事業の分社化のお知らせ」にて発表しまし

た子会社の設立により、平成21年3月期は連結決算となるため、今回より業績予想は連結と個別に分け、記載しておりま

す。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　税金費用の計算及び影響額僅少なものについては、簡便的な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。

㈱日商インターライフ（1986）平成 21 年 3 月期第 1四半期財務・業績の概況（非連結）
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,373,752 1,624,054 250,302 18.2 1,053,646

２．受取手形 859,671 577,146 △282,524 △32.9 808,410

３．完成工事未収入金 1,449,149 920,497 △528,651 △36.5 1,677,640

４．売掛金 229,482 207,220 △22,261 △9.7 216,065

５．たな卸資産 962,175 373,453 △588,721 △61.2 654,174

６．その他 17,614 17,213 △400 △2.3 57,687

７．貸倒引当金 △9,391 △10,058 △666 7.1 △9,997

流動資産合計 4,882,453 3,709,528 △1,172,924 △24.0 4,457,626

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 453,306 447,226 △6,080 △1.3 445,914

(2）土地 328,302 328,302 － － 328,302

(3）その他 19,232 21,772 2,540 13.2 17,207

有形固定資産合計 800,841 797,301 △3,540 △0.4 791,424

２．無形固定資産 480,010 464,860 △15,149 △3.2 465,214

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 472,547 165,881 △306,666 △64.9 423,802

(2）破産更生債権等 464,667 304,627 △160,040 △34.4 289,311

(3）その他 245,829 161,306 △84,522 △34.4 194,625

(4）貸倒引当金 △515,120 △355,133 159,986 △31.1 △339,165

投資その他の資産
合計

667,924 276,681 △391,242 △58.6 568,574

固定資産合計 1,948,776 1,538,843 △409,932 △21.0 1,825,213

資産合計 6,831,229 5,248,372 △1,582,857 △23.2 6,282,840

㈱日商インターライフ（1986）平成 21 年 3 月期第 1四半期財務・業績の概況（非連結）
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形 1,204,519 600,286 △604,232 △50.2 759,317

２．工事未払金 655,886 295,421 △360,465 △55.0 999,225

３．買掛金 210,349 207,019 △3,329 △1.6 152,000

４．短期借入金 － 400,000 400,000 100.0 －

５．１年以内返済予定
長期借入金

100,000 25,000 △75,000 △75.0 100,000

６．未払法人税等 12,900 14,251 1,351 10.5 18,546

７．未払消費税等 6,205 15,468 9,262 149.3 5,830

８．賞与引当金 16,705 11,575 △5,129 △30.7 58,961

９．完成工事補償引当
金

7,574 7,925 351 4.6 8,184

10．その他 491,861 162,869 △328,991 △66.9 334,145

流動負債合計 2,706,001 1,739,816 △966,185 △35.7 2,436,212

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 25,000 － △25,000 △100.0 －

２．役員退職慰労引当
金

25,813 25,470 △343 △1.3 27,393

３．執行役員退職慰労
引当金

9,874 8,672 △1,202 △12.2 11,036

４．退職給付引当金 10,773 47,977 37,204 345.3 24,998

５．リース資産減損勘
定

21,957 12,862 △9,095 △41.4 20,108

６．その他 35,930 40,640 4,710 13.1 35,354

固定負債合計 129,348 135,622 6,274 4.9 118,890

負債合計 2,835,349 1,875,438 △959,910 △33.9 2,555,103

㈱日商インターライフ（1986）平成 21 年 3 月期第 1四半期財務・業績の概況（非連結）
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 5,018,625 5,018,625 － － 5,018,625

２．資本剰余金      

(1）資本準備金 224,261 224,261 － － 224,261

資本剰余金合計 224,261 224,261 － － 224,261

３．利益剰余金      

(1）その他利益剰余
金

     

繰越利益剰余金 △1,080,450 △1,702,101 △621,651 57.5 △1,348,071

利益剰余金合計 △1,080,450 △1,702,101 △621,651 57.5 △1,348,071

４．自己株式 △164,996 △165,003 △7 0.0 △164,996

株主資本合計 3,997,440 3,375,782 △621,658 △15.6 3,729,819

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評
価差額金

△1,561 △2,848 △1,287 82.5 △2,083

評価・換算差額等合
計

△1,561 △2,848 △1,287 82.5 △2,083

純資産合計 3,995,879 3,372,933 △622,946 △15.6 3,727,736

負債、純資産合計 6,831,229 5,248,372 △1,582,857 △23.2 6,282,840

㈱日商インターライフ（1986）平成 21 年 3 月期第 1四半期財務・業績の概況（非連結）
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

(平成20年３月期)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,145,397 6,894,095 △2,251,302 △24.6 12,186,481

Ⅱ　売上原価 7,823,431 5,834,031 △1,989,399 △25.4 10,632,655

売上総利益 1,321,966 1,060,063 △261,903 △19.8 1,553,826

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,563,182 1,206,220 △356,962 △22.8 2,075,093

営業損失 241,216 146,157 △95,059 △39.4 521,267

Ⅳ　営業外収益 26,531 17,190 △9,341 △35.2 30,341

Ⅴ　営業外費用 14,752 14,440 △312 △2.1 19,313

経常損失 229,437 143,407 △86,029 △37.5 510,239

Ⅵ　特別利益 23,852 20,661 △3,190 △13.4 72,080

Ⅶ　特別損失 20,067 218,925 198,857 990.9 53,051

税引前四半期（当
期）純損失

225,652 341,670 116,018 51.4 491,209

法人税、住民税及
び事業税

10,290 12,359 2,069 20.1 12,353

四半期（当期）純
損失

235,942 354,030 118,087 50.0 503,563

㈱日商インターライフ（1986）平成 21 年 3 月期第 1四半期財務・業績の概況（非連結）
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期（自　平成19年３月21日　至　平成19年12月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

第３四半期中の変動額        

四半期純利益    △235,942 △235,942  △235,942

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

      －

第３四半期中の変動額合計（千円) － － － △235,942 △235,942 － △235,942

平成19年12月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,080,450 △1,080,450 △164,996 3,997,440

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

第３四半期中の変動額    

四半期純利益   △235,942

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

△2,561 △2,561 △2,561

第３四半間中の変動額合計（千円） △2,561 △2,561 △238,504

平成19年12月20日　残高（千円） △1,561 △1,561 3,995,879
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当第３四半期（自　平成20年３月21日　至　平成20年12月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成20年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,348,071 △1,348,071 △164,996 3,729,819

第３四半期中の変動額        

四半期純利益    △354,030 △354,030  △354,030

自己株式の取得      △7 △7

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

      －

第３四半期中の変動額合計（千円) － － － △354,030 △354,030 △7 △354,037

平成20年12月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,702,101 △1,702,101 △165,003 3,375,782

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成20年３月20日　残高（千円） △2,083 △2,083 3,727,736

第３四半期中の変動額    

四半期純利益   △354,030

自己株式の取得   △7

株主資本以外の項目の第３四半期
中の変動額（純額）

△765 △765 △765

第３四半間中の変動額合計（千円） △765 △765 △354,803

平成20年12月20日　残高（千円） △2,848 △2,848 3,372,933
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

事業年度中の変動額        

当期純利益    △503,563 △503,563  △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      －

事業年度中の変動額合計（千円) － － － △503,563 △503,563 － △503,563

平成20年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,348,071 △1,348,071 △164,996 3,729,819

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

事業年度中の変動額    

当期純利益   △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△3,083 △3,083 △3,083

事業年度中の変動額合計（千円） △3,083 △3,083 △506,647

平成20年３月20日　残高（千円） △2,083 △2,083 3,727,736
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

税引前四半期（当期）純損失 △225,652 △341,670 △491,209

減価償却費 26,757 29,999 37,304

貸倒引当金の増減額 25,084 17,028 △150,263

役員退職慰労引当金の増減額 △200 △1,923 1,379

執行役員退職慰労引当金の増減
額

△9,671 △2,364 △8,509

賞与引当金の増減額 △49,147 △47,386 △6,891

受取利息及び受取配当金 △5,107 △5,026 △7,204

支払利息 6,669 6,994 8,085

固定資産除却損 10,519 5,301 10,519

投資有価証券売却益 － △15,138 △48,228

投資有価証券売却損　 － 916 449

投資有価証券評価損 8,623 206,190 10,533

売上債権の増減額 746,958 964,940 624,548

たな卸資産の増減額 92,117 280,721 400,117

仕入債務の増減額 △458,782 △807,816 △618,994

未払消費税等の増減額 △21,857 15,745 △28,340

未払金の増減額 △40,250 △175,669 △11,622

その他 12,162 32,742 19,395

小計 118,223 163,585 △258,929

利息及び配当金の受取額 5,157 5,026 7,234

利息の支払額 △6,487 △7,383 △8,010

法人税等の支払額 △18,834 △13,871 △21,376

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

98,059 147,356 △281,082
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前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △20,126 △35,828 △20,476

投資有価証券の取得による支出 △984 △1,248 △1,371

投資有価証券の売却による収入 38,780 66,374 132,688

貸付金の回収による収入 2,337 2,882 2,977

その他 29,936 67,033 20,748

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

49,942 99,212 134,566

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入れによる収入 520,000 1,900,000 820,000

短期借入金の返済による支出 △520,000 △1,500,000 △820,000

長期借入金の返済による支出 △135,000 △75,000 △160,000

社債の償還による支出 △25,000 － △25,000

配当金の支払額 △274 － △375

その他 △8,477 △1,159 △8,861

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△168,751 323,840 △194,236

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △20,749 570,408 △340,753

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,394,255 1,053,501 1,394,255

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,373,505 1,623,909 1,053,501
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(5）業務別売上高

業務別

平成20年３月期
第３四半期

平成21年３月期
第３四半期

（参考）
平成20年３月期

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

専業工事業務 3,378,788 36.9 2,554,070 37.0 4,185,414 34.3

総合工事業務 3,867,435 42.3 2,474,493 35.9 5,463,603 44.8

情報通信業務 1,826,992 20.0 1,728,514 25.1 2,445,110 20.1

その他業務 72,180 0.8 137,017 2.0 92,354 0.8

合計 9,145,397 100.0 6,894,095 100.0 12,186,481 100.0
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