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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 3,558 ― 129 ― 135 ― 42 ―

20年3月期第3四半期 2,887 35.1 △10 ― △8 ― 6 ―

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 1,957.17 1,919.35
20年3月期第3四半期 296.89 288.49

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 2,350 1,220 51.3 56,219.34
20年3月期 2,336 1,204 51.3 54,974.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,206百万円 20年3月期  1,196百万円

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 ― 0.00 ― 350.00 350.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 350.00 350.00

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 5,000 19.4 150 10.3 150 6.8 50 △50.6 2,293.89

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、４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 
   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。 
   本資料に記載した予想数値、業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断して見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま
す。実際の実績等は、業績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 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3四半期  22,114株 20年3月期  22,114株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  664株 20年3月期  200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  21,716株 20年3月期第3四半期  22,045株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発す
る金融市場の混乱が経済活動全体に波及し、国内外ともに景気は急減速し、企業収益の悪化が顕著となり
ました。 
 当社グループを取巻く環境の一つである情報通信関連業界におきましても、設備投資抑制や投資先送り
をする傾向が出ており、外部環境は非常に厳しい状態が続いております。 
 このような経営環境のもと、当社グループは引続き東京・大阪・福岡を中心とした中堅・中小企業に対
し大企業とのデジタルデバイト（情報格差）を解消し、顧客企業が活力に満ちた事業体となるための顧客
支援を使命とし、通信システムの販売に留まらず、ＩＴ環境を重視したオフィスそのものの提案を行って
まいりました。 
 また、当事業年度は、「選択と集中」及び中長期に渡る継続的な利益基盤構築のための「精査年度」と
し、今後の収益性に基づいての経営資源の再分配の年度と位置づけ、経営の可視化に積極的に取り組み、
売上規模の拡大だけでなく聖域なき経費削減に取り組み経営効率の向上、特に重要な指標としている従業
員一人当たりの営業利益の改善施策を推進いたしました。中長期的で安定的な成長に向けての施策も推進
しており、これまで以上に内部統制強化を図るため、内部統制委員会を内部統制審議会に格上げし、下部
組織としてコンプライアンス委員会・リスク管理委員会・情報システム委員会を新設し、継続的な成長を
確固たるものにすべく組織強化を図りました。同時に、事業においてはストック型商材のラインナップの
拡充をし、その商材の販売推進を行ってまいりました。 
 その結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高1,136,980千円、営業利益39,900千円、
四半期純利益35,305千円となりました。 
 また、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高3,558,791千円（前年同期比23.3％増、前年
同期比較671,452千円増）、営業利益129,740千円（前年同期比較139,934千円増）、経常利益135,612千円
（前年同期比較143,854千円増）、四半期純利益42,502千円（前年同期比549.4％増、前年同期比較35,957
千円増）となりました。 
 なお、当社の業績は、お得意様の移転時期が第４四半期連結会計期間に集中していることに伴うなどの
季節変動があり、売上高及び利益が他の会計期間に比べて高くなる傾向があります。 
（前年同期比較の情報は参考として記載しております。） 
 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 
  
【ソリューション関連事業】 
当第３四半期連結累計期間におけるソリューション関連事業は、以下の通りであります。 

ネットワーク関連機器に関しましては、景気の先行き不透明感を反映して、民間設備投資の抑制傾向がみ
られ、ＩＣＴ投資の先送りや抑制傾向が強まり、ネットワーク機器レンタルサービス「マネージドゲート
ウェイ」が、順調に顧客数を伸ばし好調に推移いたものの、ファイアウォール、VPN(仮想専用線網)装
置、サーバ販売の売上減少により、収益が低迷いたしました。 
 ホスティングサービスに関しましては、ITアウトソーシングサービスのニーズが堅調に高まる市場を受
けて、専用サーバプランの改定及び営業体制の整備を行った結果、専用サーバサービスが堅調に推移する
とともに、2008年２月にリリースしサービス開始したＡＳＰ型のファイルサーバーである「セキュア
Samba」は堅調に顧客数を伸ばしました。また、2007年８月１日に龍冠堂コンサルティング株式会社より
譲り受けた顧客を対象に、米国サーバから国内サーバへの移管を進めた結果、サービスレベルが向上した
とともに、原価の圧縮が図れ、利益率向上に繋がりました。 
 その結果、ソリューション関連事業の当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高 247,441千
円、営業損失2,809千円となりました。 
 また、同事業の当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高809,584千円、営業利益34,247千円
となりました。 
  
【オフィス関連事業】 
当第３四半期連結累計期間におけるオフィス関連事業は、以下の通りであります。 

ビジネスホンに関しましては、経済産業省からの特定商取引法改正通知の影響や、特に中堅・中小企業向
けのビジネスホン市場においては、現段階においてもリース与信審査の厳格化が継続しておりしておりま
す。特に地方での落ち込みが激しく収益が低迷いたしました。首都圏については、過去のビジネスホンの
リプレース及び他部門の顧客に対する重ね売り販売強化を継続的に実施し、技術部門の作業の効率化・外
注工事の内製化により、原価の圧縮が図れました。 
 複合機及びカウンターサービスに関しましては、若干リース与信関係に企業の業績不振の影響が見られ
るものの堅調に推移しております。また下期より東京地区における自社メンテナンスのエリアを拡大し原
価の圧縮が図れておりますので、今後の更なる利益率の向上に貢献するものと思われます。 
 オフィス家具販売等のオフィスファシリティ関連に関しましては、国内における景況悪化に伴う顧客企
業の収益力の低下の影響もあり、当社がターゲットとする首都圏におけるオフィスの拡張や移転需要が低
迷しており、また代理店からの紹介案件の大幅な減少もあり、収益が低迷いたしました。 

・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
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 その結果、オフィス関連事業の当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高469,696千円、営
業損失10,044千円となりました。 
 また、同事業の当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高1,523,374千円、営業利益12,518千
円となりました。 

  

【回線サービス関連事業】 
当第３四半期連結累計期間における回線サービス関連事業は、以下の通りであります。 

ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社が提供するおとくラインなどの回線接続受付に関しまして
は、営業部門における人員の減少があるものの、これまで積み上げてきた顧客の総通話料金に比例して上
がるストック収益である口銭や一人当たりの生産性のアップが功を奏し営業利益ベースでは予算を大幅に
達成することができました。 
 その結果、回線サービス関連事業の当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高100,634千円、
営業利益24,667千円となりました。 
 また、同事業の当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高326,957千円、営業利益26,580千円
となりました。 

  

【インターネットメディアコンテンツ関連事業】 

当第３四半期連結累計期間におけるインターネットメディアコンテンツ関連事業は、以下の通りであり
ます。 
 「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」や「Digit@Link CMS（デジタリンクシーエ
ムエス）」を始めとしたWebアプリケーションの企画、開発、販売に留まらず、Web製作やアクセスアップ
コンサルティング、システムの受託開発・カスタマイズといった顧客の売上増大や業務効率アップを目的
としたWebアプリケーションに関するトータルソリューションをこれまで首都圏だけで展開しておりまし
たが、当事業年度より当社の大阪支社、福岡支店にも直営営業部門を配置するとともに、「Digit@Link 
ActiBook（デジタリンクアクティブック）」の新規代理店開発を行い、販売規模の拡大を図ることができ
ました。 
当第３四半期連結会計期間においては、引き続き「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブッ
ク）」は好調を維持しておりますが、加えて第２四半期以降に受注した「Digit@Link CMS（デジタリンク
シーエムエス）」の納品が順調に進んだため、インターネットメディアコンテンツ関連事業の当第３四半
期連結会計期間における業績は、売上高125,295千円、営業利益33,739千円となりました。 
 また、同事業の当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高312,977千円、営業利益61,051千円
となりました。 

  

【人材関連事業】 

当第３四半期連結累計期間における人材関連事業は、以下の通りであります。 
当社の連結子会社であるスターティアレナジー株式会社において、国内における景況悪化に伴う有効求人
倍率が低下の一途を辿るなど雇用調整の影響もあり、主力とする人材派遣事業が低迷いたしました。 
 その結果、人材関連事業の当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高193,913千円、営業損失
6,857千円となりました。 
 また、同事業の当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高585,896千円、営業損失8,289千円と
なりました。 
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,350,473千円となり、前連結会計年度末に比べ13,744
千円増加いたしました。その主な内容は、売掛金518,373千円（前連結会計年度末比較84,550千円減）、
原材料38,177千円（前連結会計年度末比較24,812千円増）となっております。 
 負債の部は1,130,461千円となり、前連結会計年度末に比べ1,554千円減少いたしました。その主な内容
は、買掛金223,687千円（前連結会計年度末比較52,418千円減）、長期借入金305,004千円（前連結会計年
度末比較171,668千円増）となっております。 
 純資産の部は1,220,012千円となり、前連結会計年度末に比べ15,298千円増加いたしました。その主な
内容は、利益剰余金427,381千円（前連結会計年度末比較34,286千円増）、自己株式40,061千円（前連結
会計年度末比較25,046千円増）となっております。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、米国のサブプライムローン問題に端を発した
金融市場の混乱により、当社がターゲットとしている顧客層である従業員300名未満の中堅・中小企業の
収益が落ち込み、設備投資も低迷する等、厳しい外部環境は続いておりますが、当社業績においては概ね
予想通りに推移しておりますので、現在のところは平成20年11月６日発表の通期の連結業績予想に変更は
ございません。 
 なお、業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。従いま
して、本業績予想のみに全般的に依拠して投資判断を下すことは控えられますようお願いいたします。ま
た、実際の業績は、様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。

  
  

(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当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 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
準委員会 平成19年３月14日 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当第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」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。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。 
 なお、当該会計処理方法の変更に伴う影響額はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
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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 1,198,628 1,071,137

売掛金 518,373 602,923

原材料 38,177 13,364

その他 84,041 77,776

貸倒引当金 △26,540 △18,407

流動資産合計 1,812,679 1,746,793

固定資産   

有形固定資産 73,514 71,654

無形固定資産   

のれん 131,583 159,933

その他 114,086 96,670

無形固定資産合計 245,669 256,603

投資その他の資産 218,609 261,676

固定資産合計 537,793 589,935

資産合計 2,350,473 2,336,729

負債の部   

流動負債   

買掛金 223,687 276,105

短期借入金 70,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 182,664 66,664

未払法人税等 135 81,091

賞与引当金 28,469 51,463

その他 320,501 243,354

流動負債合計 825,457 998,679

固定負債   

長期借入金 305,004 133,336

固定負債合計 305,004 133,336

負債合計 1,130,461 1,132,015
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(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 416,960 416,960

資本剰余金 401,960 401,960

利益剰余金 427,381 393,094

自己株式 △40,061 △15,015

株主資本合計 1,206,239 1,196,998

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △334 －

評価・換算差額等合計 △334 －

少数株主持分 14,107 7,714

純資産合計 1,220,012 1,204,713

負債純資産合計 2,350,473 2,336,729
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(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 3,558,791

売上原価 2,042,024

売上総利益 1,516,766

販売費及び一般管理費 1,387,026

営業利益 129,740

営業外収益  

受取利息 996

債務免除益 7,712

助成金収入 850

その他 3,604

営業外収益合計 13,163

営業外費用  

支払利息 6,283

その他 1,007

営業外費用合計 7,290

経常利益 135,612

特別損失  

固定資産除却損 8,060

投資有価証券評価損 42,888

特別損失合計 50,949

税金等調整前四半期純利益 84,662

法人税、住民税及び事業税 35,386

法人税等調整額 10,281

法人税等合計 45,667

少数株主利益 △3,507

四半期純利益 42,502
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,136,980

売上原価 649,354

売上総利益 487,626

販売費及び一般管理費 447,725

営業利益 39,900

営業外収益  

受取利息 8

債務免除益 4,246

その他 877

営業外収益合計 5,132

営業外費用  

支払利息 2,350

その他 81

営業外費用合計 2,432

経常利益 42,600

特別損失  

投資有価証券評価損 5,047

特別損失 5,047

税金等調整前四半期純利益 37,553

法人税、住民税及び事業税 △5,528

法人税等調整額 11,124

法人税等合計 5,596

少数株主利益 △3,347

四半期純利益 35,305
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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 84,662

減価償却費 70,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,132

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,994

受取利息及び受取配当金 △996

支払利息 6,283

投資有価証券評価損益（△は益） 42,888

固定資産除却損 8,060

売上債権の増減額（△は増加） 125,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,812

仕入債務の増減額（△は減少） △52,418

未払金の増減額（△は減少） △18,496

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,012

その他 23,006

小計 259,715

利息及び配当金の受取額 993

利息の支払額 △5,393

法人税等の支払額 △122,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,208

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △59,719

投資有価証券の取得による支出 △740

差入保証金の差入による支出 △578

差入保証金の回収による収入 1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,025

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） △210,000

長期借入れによる収入 350,000

長期借入金の返済による支出 △62,332

配当金の支払額 △7,669

自己株式の取得による支出 △26,011

自己株式の処分による収入 420

少数株主からの払込みによる収入 9,900

財務活動によるキャッシュ・フロー 54,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,488

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,129

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,193,618

スターティア㈱（3393）平成21年３月期　第３四半期決算短信

－9－



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。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

【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) 

(単位：千円)

 
１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各区分に属する主要な製品 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ソリュー 
ション 

関連事業

オフィス 
関連事業

回線 
サービス 
関連事業

インター 
ネット 

メディア 
コンテンツ関

連事業

人材 
関連事業

計
消去又は 

全社
連結

売上高

 (1) 外部顧客 
   に対する 
      売上高

809,584 1,523,374 326,957 312,977 585,896 3,558,791 ― 3,558,791

 (2) セグメン 
   ト間の内 
   部売上高 
      又は 
   振替高

99,026 109,054 20,536 16,661 10,054 255,334 △255,334 ―

計 908,611 1,632,429 347,494 329,639 595,950 3,814,125 △255,334 3,558,791

営業利益又は
営業損失(△)

34,247 12,518 26,580 61,051 △8,289 126,108 3,631 129,740

事業区分 事業内容

ソリューション関連事業
Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワ
ーク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎ
などを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイ
アウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ
ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア 
コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関す
る受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っておりま
す。

人材関連事業
連結子会社であるスターティアレナジー株式会社が、人材派遣・人材紹介事業を
行っております。
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３ 事業区分の変更 
 従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、内部管理上の事業区分を基準として、「機器関連事
業」、「回線受付サービス関連事業」、「ASP関連事業」、「その他」に区分しておりました。 
 しかしながら、当連結会計年度において、サービスの効率的な提供に重点を置き、より迅速に市場の変化に対
応するために、取扱商材と内部利益管理区分の一致を図るための組織変更を行った結果、内部利益管理区分と従
来の事業セグメント区分とが整合しなくなったため、「ソリューション関連事業」、「オフィス関連事業」、
「回線サービス関連事業」、「インターネットメディアコンテンツ関連事業」、「人材関連事業」の区分に変更
いたしました。 
 このセグメント区分の変更は、現在内部利益管理上採用している事業内容及び販売方法等の類似性による事業
区分と事業の種類別セグメント区分の対応関係を明確にすることにより、グループ全体の経営実態をより適切に
反映するために行ったものであります。 
 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント事業区分を、変更後の新しいセグメントの事業区分によった場
合の前第３四半期連結累計期間における事業の種類別のセグメント情報は、下記のとおりであります。 

  

  前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

                                           (単位：千円) 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

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) 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

ソリュー 
ション 

関連事業

オフィス 
関連事業

回線 
サービス 
関連事業

インター 
ネット 
メディア 

コンテンツ
関連事業

人材 
関連事業

計
消去又は 

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に 
 対する売上高

736,841 1,297,702 420,090 174,653 258,051 2,887,339 ― 2,887,339

(2)セグメント 
 間の内部売上 
 高又は振替高

22,676 2,703 24,246 52 19,265 68,943 △68,943 ―

計 759,517 1,300,405 444,337 174,706 277,316 2,956,283 △68,943 2,887,339

営業利益又は営
業損失(△)

△16,074 8,436 21,856 △15,475 △8,968 △10,226 31 △10,194
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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） 

                                      （単位：千円） 

 
※ 当第２四半期連結会計期間に市場から18,886千円を取得し、当第３四半期連結会計期間に市場か 

  ら7,125千円を取得いたしました。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

平成20年3月31日残高 416,960 401,960 393,094 △15,015 1,196,998

当第３四半期連結会計期
間末までの変動額

剰余金の配当 ─ ─ △7,669 ─ △7,669

四半期純利益 ─ ─ 42,502 ─ 42,502

自己株式の取得 ※ ─ ─ ─ △26,011 △26,011

自己株式の処分 ─ ─ △545 965 420

当第３四半期連結会計期
間末までの変動額合計

─ ─ 34,286 △25,046 9,240

平成20年12月31日残高 416,960 401,960 427,381 △40,061 1,206,239
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前第３四半期連結財務諸表 

  

 
  

  

  

「参考資料」

(1) 前第３四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至  平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,887,339

Ⅱ 売上原価 1,626,881

   売上総利益 1,260,458

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,270,652

   営業利益 △ 10,194

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 644

 ２ 引継債務償却益 1,929

 ３ 還付加算金 943

 ４ その他の営業外収益 652 4,169

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 1,983

 ２ その他の営業外費用 234 2,218

   経常利益 △ 8,242

Ⅵ 特別利益

  １ 事務所移転保証金 28,097

 ２ 投資有価証券売却益 2,500 30,597

Ⅶ 特別損失

  １ 投資有価証券評価損 222

  １ 固定資産除却損 5,214 5,437

   税金等調整前四半期 
   (当期)純利益

16,916

   法人税、住民税 
   及び事業税

3,809

   法人税等調整額 ─ 3,809

   少数株主利益 6,561

   四半期(当期)純利益 6,545
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(2) 前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

 (自 平成19年４月１日

   至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期(当期)純利益 16,916

 ２ 減価償却費 57,573

 ３ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 7,231

 ４ 賞与引当金の増減額(△は減少) △13,244

 ５ 受取利息 △644

 ６ 支払利息 1,983

 ７ 有価証券売却益 △2,500

 ８ 投資有価証券評価損 222

 ９ 固定資産除却損  5,214

 10 事務所移転補償金 △28,097

 11 売上債権の増減額(△は増加) 123,174

 12 たな卸資産の増減額(△は増加) △9,569

 13 仕入債務の増減額(△は減少) △63,873

 14 未払金の増減額(△は減少) 22,382

 15 未払消費税の増減額(△は減少) △3,168

 16 その他 3,019

    小計 116,620

 17 利息及び配当金の受取額 634

 18 利息の支払額 △1,983

 19 事務所移転補償金の受取額 28,097

 20 法人税等の支払額 △12,016

 21 法人税等の還付額 33,131

  営業活動によるキャッシュ・フロー 164,483

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 固定資産の取得による支出 △84,369

 ２ 保証金の差入による支出 △35,248

 ３ 保証金の返還による収入 18,009

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △35,100

 ５ 投資有価証券の売却による収入 32,500

 ６ 営業譲受による支出 △175,000

 ７ その他 200

  投資活動によるキャッシュ・フロー △279,008

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金による収入 280,000

 ２ 配当金の支払による支出 △7,737

 ３ 自己株式の取得による支出 △15,015

  財務活動によるキャッシュ・フロー 257,247

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少) 142,722

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 645,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 788,339

スターティア㈱（3393）平成21年３月期　第３四半期決算短信

－14－



 １ 事業の種類別セグメント情報 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日)  

(単位：千円)

 
(注) 1.事業区分の方法 

    事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2.事業区分に属する事業の内容 

  

 
  

 ２ 所在地別セグメント情報 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は 

 ありません。 

  

 ３ 海外売上高 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 海外売上がないため、該当事項はありません。 

(3) 前第３四半期連結セグメント情報

機器 
関連事業

回線受付
サービス 
関連事業

ＡＳＰ
関連事業

その他 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

1,645,416 473,932 389,682 378,308 2,887,339 ― 2,887,339

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

2,666 332 291 19,265 22,555 △22,555 ―

計 1,648,083 474,264 389,973 397,573 2,909,895 △22,555 2,887,339

営業費用 1,759,795 425,100 351,658 383,567 2,920,121 △22,587 2,897,533

営業利益又は 
営業損失（△）

△111,711 49,164 38,314 14,006 △10,226 31 △10,194

事業区分 事業内容

機器関連事業
電話機、複写機、ネットワーク機器などの情報通信機器の販売、オフィス家具の販売や通信環
境を意識したオフィスレイアウトの提案などを行なっております。

回線受付サービス 
関連事業

通信事業者の取扱う回線の受付代行による、通信事業者からのインセンティブ収入獲得の事業
を行なっております。

ＡＳＰ関連事業

レンタルサーバー「Digit@Link（デジタリンク）」の運営・保守、ドメインの維持管理費およ
びインターネットを利用した勤怠管理システム「ICTiM（イクティム）」の販売・保守、eBook
簡易作成ソフトなどのコンテンツの販売や、Web制作ソフトであるCMSの販売を行なっておりま
す。

その他
上記の事業に該当しない事業であり、現状では携帯電話機器の販売があります。 
また、連結子会社であるスターティアレナジー株式会社があります。スターティアレナジー株
式会社は人材派遣・人材紹介事業を行なっております。
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