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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 5,474 ― 80 ― 76 ― 31 ―

20年3月期第3四半期 5,086 8.8 72 8.0 70 5.8 13 △51.9

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 3.54 3.54
20年3月期第3四半期 1.47 1.45

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 3,287 1,503 45.7 168.39
20年3月期 3,849 1,557 40.5 174.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,503百万円 20年3月期  1,557百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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 8,200 6.8 275 19.4 270 17.8 120 20.8 13.44

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） 

(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。 
 ２．当連結会計年度より「四半期連結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。  

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3四半期  9,158,960株 20年3月期  9,158,960株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  231,813株 20年3月期  231,813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  8,927,147株 20年3月期第3四半期  8,992,791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 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題を契機とした金融不安とそれに伴う世

界的な景気低迷の影響により、企業業績の悪化と共に景気の後退懸念が一段と強まってまいりました。 

 情報サービス産業においては、景気後退の影響からシステム投資に対する顧客の見極め姿勢が強まり、機能や価格

及び期間短縮など投資効果への要求が高く、厳しい競争下におかれております。 

 このような状況の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細

かい提案活動による積極的な事業活動を展開し、主力であるシステムソリューション事業におけるシステム投資抑制

に起因する提案活動の長期化による影響はあるものの、売上高5,474百万円（前年同期比 7.6％増）、営業利益80百

万円（前年同期比 11.1％増）、経常利益76百万円（前年同期比 7.7％増）、四半期純利益31百万円（前年同期比

139.5％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの実績は、システムソリューションにおきましてはクレジット分野が堅調に推移した結

果、売上高は4,881百万円（前年同期比 9.1％増）となりました。 

 スタッフサービスにおきましては、景気及び社会動向から派遣ビジネスの需要抑制傾向が強まり、売上高は592百

万円（前年同期比 3.4％減）となりました。 

 なお、対前年同期比は参考として記載しております。  

  

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総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ561百万円減少し、3,287

百万円となりました。 

 また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、

1,503百万円となり、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、45.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して4百万円減少し699百万円となりました。  

当第３四半期連結累計期間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） 

営業活動の結果得られた資金は、424百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益73百万

円、減価償却費53百万円、売上債権の減少802百万円による資金の増加があったことに対し、賞与引当金の減少

98百万円、たな卸資産の増加265百万円、仕入債務の減少56百万円、法人税等の支払86百万円による資金の減少

があったことによるものであります。 

（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、82百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出19百万円、

パソコン等の開発設備等の取得による支出46百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出13百万円

等によるものであります。 

（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、346百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出270百万

円、配当金の支払額71百万円等によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年10月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 なお、当社グループの四半期業績の特性につきましては、検収基準により売上計上しているため、顧客との一括請

負契約となることが多いシステムソリューション事業の検収は、第２及び第４四半期が多く、当社の売上高も当該四

半期に偏る傾向にあります。 
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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 

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

 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。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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 699,821 704,799

受取手形及び売掛金 1,137,047 1,939,848

仕掛品 536,985 271,693

その他 152,050 174,103

貸倒引当金 △1,138 △1,926

流動資産合計 2,524,767 3,088,517

固定資産   

有形固定資産 183,689 180,477

無形固定資産 52,929 56,028

投資その他の資産   

投資有価証券 110,735 115,576

繰延税金資産 155,484 139,492

その他 260,661 270,164

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 525,793 524,145

固定資産合計 762,412 760,651

資産合計 3,287,179 3,849,169

負債の部   

流動負債   

買掛金 294,647 350,953

短期借入金 660,000 930,000

未払法人税等 247 87,901

賞与引当金 109,732 208,539

その他 330,361 330,004

流動負債合計 1,394,988 1,907,399

固定負債   

退職給付引当金 293,737 288,952

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 388,937 384,152

負債合計 1,783,925 2,291,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,557 454,557

資本剰余金 56,563 56,563

利益剰余金 1,051,232 1,091,021

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,499,497 1,539,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,756 18,330

評価・換算差額等合計 3,756 18,330

純資産合計 1,503,254 1,557,617

負債純資産合計 3,287,179 3,849,169

4



（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 5,474,105

売上原価 4,503,023

売上総利益 971,081

販売費及び一般管理費 890,764

営業利益 80,317

営業外収益  

受取利息 841

受取配当金 2,081

受取手数料 1,254

その他 3,648

営業外収益合計 7,826

営業外費用  

支払利息 11,741

営業外費用合計 11,741

経常利益 76,403

特別利益  

貸倒引当金戻入額 802

特別利益合計 802

特別損失  

固定資産除却損 3,967

特別損失合計 3,967

税金等調整前四半期純利益 73,237

法人税、住民税及び事業税 2,411

法人税等調整額 39,198

法人税等合計 41,609

四半期純利益 31,627
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 73,237

減価償却費 53,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △788

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,807

受注損失引当金の増減額（△は減少） △13,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,784

受取利息及び受取配当金 △2,923

支払利息 11,741

固定資産除却損 3,967

売上債権の増減額（△は増加） 802,800

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,292

仕入債務の増減額（△は減少） △56,305

その他 6,307

小計 518,825

利息及び配当金の受取額 2,923

利息の支払額 △11,336

法人税等の支払額 △86,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 424,070

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 △46,517

無形固定資産の取得による支出 △13,352

投資有価証券の取得による支出 △19,731

その他 △3,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △270,000

長期借入金の返済による支出 △5,000

配当金の支払額 △71,417

財務活動によるキャッシュ・フロー △346,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,977

現金及び現金同等物の期首残高 704,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 699,821
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 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） 

  

（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。 

  
システム 

ソリューション
（千円） 

スタッフ 
サービス 
（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 4,881,508 592,597 5,474,105 － 5,474,105 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 95,058 95,058 (95,058) － 

計 4,881,508 687,656 5,569,164 (95,058) 5,474,105 

営業利益又は営業損失（△） 235,886 △17,993 217,892 (137,574) 80,317 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

 第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,086,437 

Ⅱ 売上原価 4,198,328 

 売上総利益 888,108 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 815,835 

 営業利益 72,273 

Ⅳ 営業外収益 6,254 

Ⅴ 営業外費用 7,611 

 経常利益 70,916 

Ⅵ 特別利益 744 

Ⅶ 特別損失 3,073 

税金等調整前四半期純利益 68,587 

法人税、住民税及び事業税 1,512 

法人税等調整額 53,871 

四半期純利益 13,203 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 68,587 

減価償却費 55,211 

貸倒引当金の減少額 △27,559 

賞与引当金の減少額 △83,752 

受注損失引当金の増加額  8,000 

退職給付引当金の減少額 △365 

受取利息及び受取配当金 △2,329 

支払利息 7,519 

固定資産除却損 3,066 

売上債権の減少額 795,401 

たな卸資産の増加額 △585,159 

仕入債務の減少額 △52,347 

その他 △53,701 

小計 132,570 

利息及び配当金の受取額 2,329 

利息の支払額  △7,771 

法人税等の支払額  △137,706 

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,577 

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 △26,528 

無形固定資産の取得による支出 △24,300 

投資有価証券の取得による支出 △3,122 

その他  △52,621 

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,572 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額 280,000 

長期借入金の返済による支出  △15,000 

配当金の支払額  △72,069 

自己株式の取得による支出  △10,538 

財務活動によるキャッシュ・フロー 182,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 65,241 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 821,672 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 886,914 

   

9


	短信表紙
	短信本文.pdf
	短信財務諸表



