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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 2,996 ― △265 ― △266 ― △330 ―
20年9月期第2四半期 3,350 15.5 △119 ― △114 ― △258 ―

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9月期第2四半期 △2,459.08 ―
20年9月期第2四半期 △2,923.58 ―

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9月期第2四半期 3,064 2,480 80.1 16,527.92
20年9月期 3,492 2,485 69.4 27,363.92

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  2,455百万円 20年9月期  2,422百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 6,700 5.8 △450 ― △450 ― △500 ― △3,366.03
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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）  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、５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．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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業 
  況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。 

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9月期第2四半期 150,852株 20年9月期  90,852株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  2,309株 20年9月期  2,305株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 134,367株 20年9月期第2四半期 88,550株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年３月31日)におけるわが国経済は、米国の

サブプライムローン問題に端を発した国際金融市場の混乱、為替の大幅な変動等により、国内外の需要

が急激に縮小する等、企業を取り巻く環境は過去に経験の無いほどの悪化を見せております。 

  当社の主力事業が属する人材派遣業界においても、景況感の悪化により顧客企業の労働力に著しい過

剰感が出ており、厳しさが増しております。また日雇い派遣の原則禁止等、労働者派遣法の改正に関す

る社会的議論も引続き活発に交わされております。 

  このような状況の中、当社は、選択と集中によるコストの合理化を実施し、既存事業の拡大に努める

と共に、採用代行サービス、求人サイト運営事業への取組み等、多角的なサービスを提供できるよう、

新たなサービスの開発・推進と事業領域の拡大など積極的な事業展開を図って参りました。 

  ヒューマンリソーシズ事業においては、企業収益の悪化により、一部の業種や地域において、直接雇

用への切り替えや派遣抵触日への該当等による受注の減少が見られました。当事業については、これま

での人材派遣事業で蓄積した経験やノウハウを元に新たなサービスを開発・検証し、顧客に提供するこ

とを目的とした新設事業部を設置する等、積極的な営業活動を展開した結果、相応の受注を獲得するこ

とができました。また、これまで各子会社において業態別に事業の推進を行っていた体制を改め、急激

な環境変化に対応できるよう、拠点の統廃合や人員の再配置を実施し、当社グループ全体での効率化を

図って参りました。 

  また、連結子会社の㈱オープンループ・キャリア（平成20年12月22日に㈲コールスタッフィングより

商号変更）において、就職サイト「PROSEEK」を事業譲受し、就職サイトの運営事業の取組みを開始致

しました。人材サービスにおける営業ルートを活用し、既存事業と併せて営業機会の拡大と人材サービ

スの拡充を図って参ります。 

  ＩＴセキュリティ事業においては、顧客企業へＩＴコンサルティングの提案を開始すると共に、引続

き高性能暗号ライブラリのカスタマイズ受託、セキュリティライセンス販売を中心に、収益性を重視し

つつ厳選した案件への取り組みを進めました。 

 こうした取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、2,996百万円（前年同

期比10.6％減、353百万円の減少）となりました。売上総利益は、692百万円（同19.1％減、163百万円

の減少）となり、販売費及び一般管理費は、957百万円（同1.8％減、17百万円の減少）、営業損失265

百万円、経常損失266百万円、当第２四半期純損失330百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントで見た売上高（売上高構成比）は、ヒューマンリソーシズ事業については、

ゼネラルアウトソーシング事業が1,451百万円（48.4％）、セールスアウトソーシング事業が1,487百万

円（49.7％）、ＩＴセキュリティ事業が17百万円（0.6％）、その他の事業が39百万円（1.3％）となり

ました。 
  

 なお、事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりとなっております。 

 企業集団の事業セグメント別売上高 

【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

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前第２四半期連結 前第２四半期連結

(自 平成19年10月１日 (自 平成20年10月１日 累計期間比 累計期間比

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 増減額 増減率

売上高 構成比 売上高 構成比
（百万円） （％）

（百万円） （％） （百万円） （％）

ゼネラル 
アウトソーシング事業

1,638 48.9 1,451 48.4 △187 △11.4

セールス 
アウトソーシング事業

1,691 50.5 1,487 49.7 △204 △12.1

ヒューマンリソーシズ事業 3,330 99.4 2,938 98.1 △391 △11.8

ITセキュリティ事業 19 0.6 17 0.6 △1 △8.1

その他の事業 － － 39 1.3 39 －

合計 3,350 100.0 2,996 100.0 △353 △10.6
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(１) 資産、負債、及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より428百万円減少し3,064百万円となっ

ております。 

  流動資産については、前連結会計年度末に比べ379百万円減少し2,475百万円となりました。これは、

現金預金が231百万円増加し、受取手形及び売掛金が35百万円増加したものの、証券会社に対する預け

金が194百万円減少し、債券の償還等のため有価証券が449百万円減少したことが主な要因となっており

ます。  

 固定資産については、前連結会計年度末に比べ48百万円減少し588百万円となりました。これは、少

数株主より子会社株式を取得したこと等によるのれんの増加７百万円及びソフトウェアの取得による増

加9百万円等により無形固定資産が23百万円増加したものの、投資有価証券が、売却や減損処理等によ

り60百万円減少したことなどにより、投資その他の資産が75百万円減少したことが主な要因でありま

す。 

 負債合計は423百万円減少し583百万円となりました。これは、前連結会計年度末において購入約定し

た有価証券取引について受渡日が当第２四半期連結累計期間に到来したこと等により未払金が458百万

円減少したことなどから、流動負債が422百万円減少し582百万円となったことが主な要因であります。

 純資産合計は5百万円減少し2,480百万円となりました。当第２四半期連結累計期間において、第三者

割当による新株式の発行により資本金168百万円、資本剰余金168百万円がそれぞれ増加し、資本金は

1,218百万円、資本剰余金は3,057百万円となりました。利益剰余金について、当第２四半期純損失330

百万円の計上により、マイナス残高が前連結会計年度末の△1,117百万円から△1,447百万円となりまし

た。また新株予約権の発行および消滅により、新株予約権が２百万円減少し、25百万円となっておりま

す。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末の69.4％から10.8ポイント増加し80.1％となっております。 

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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）の残高は、前連結

会計年度末に対して164百万円減少し、1,421百万円となりました。これは営業活動により268百万円、

投資活動により255百万円使用し、財務活動により359百万円獲得したことによるものです。 

 明細は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は268百万円となりました。増加要因として、投資有価証券売却損等の

損益項目、及び未払消費税の増加額61百万円があったものの、減少要因として、税金等調整前四半期純

損失326百万円、新株予約権戻入益等の損益項目、および売上債権の増加額35百万円、賞与引当金の減

少額28百万円等があったことによるものです。 

（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255百万円となりました。これは主として、有価証券の売却による収

入350百万円があったものの、前連結会計年度において約定した有価証券及び投資有価証券が当第２四

半期連結累計期間において受渡日が到来したことにより、有価証券の取得349百万円、投資有価証券の

取得199百万円があり、また、少数株主からの子会社株式の取得による支出42百万円等があったことに

よるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果獲得した資金は359百万円となりました。これは当第２四半期連結累計期間におい

て、第三者割当による新株式の発行による収入334百万円、新株予約権の発行25百万円等があったこと

によるものです。 

営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッ

シュ・フローは△523百万円となっております。 

２. 連結財政状態に関する定性的情報
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  平成20年11月19日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に対し、当第２四半期連結

累計期間（平成20年10月１日～平成21年３月31日）における売上高、利益面は、概ね計画通りの進捗率

となっております。現段階においては、翌四半期連結会計期間以降について、業績予想の見直しを必要

とする前提条件の大幅な変更は生じていないものと考えております。 

 引続き、「人員の配置並びに営業の効率化」を中心とした経営の合理化を図り、既存事業における営

業体制の強化及び新規サービスによる事業領域の拡大等の事業戦略を推進し、利益体質への転換に努め

て参ります。  

 よって、平成21年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月19日発表の内容を据え置

くものと致します。 

(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           

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. 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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,407,284 1,175,807 

受取手形及び売掛金 727,479 691,835 

有価証券 131,052 580,647 

営業投資有価証券 1,538 2,296 

たな卸資産 2,369 2,427 

預け金 153,903 348,885 

その他 98,668 104,256 

貸倒引当金 △46,518 △50,445 

流動資産合計 2,475,778 2,855,710 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,951 7,501 

車両運搬具（純額） 3,791 491 

工具、器具及び備品（純額） 13,188 13,566 

有形固定資産合計 24,931 21,559 

無形固定資産   

のれん 7,708 336 

ソフトウエア 9,558 － 

その他 6,300 0 

無形固定資産合計 23,566 336 

投資その他の資産   

投資有価証券 280,367 340,633 

長期貸付金 15,000 15,000 

破産更生債権等 1,681,353 1,681,353 

その他 119,601 134,662 

貸倒引当金 △1,556,582 △1,556,582 

投資その他の資産 539,740 615,067 

固定資産合計 588,238 636,964 

資産合計 3,064,016 3,492,674 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 142,993 143,371 

未払金 160,161 618,622 

未払法人税等 5,336 9,048 

賞与引当金 18,004 46,512 

安全協力費返還引当金 23,383 23,596 

その他 232,886 164,570 

流動負債合計 582,764 1,005,721 

固定負債   

繰延税金負債 330 605 

その他 382 779 

固定負債合計 712 1,385 

負債合計 583,477 1,007,106 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,218,115 1,050,115 

資本剰余金 3,057,088 2,889,088 

利益剰余金 △1,447,688 △1,117,267 

自己株式 △360,174 △360,149 

株主資本合計 2,467,340 2,461,786 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,233 △38,798 

評価・換算差額等合計 △12,233 △38,798 

新株予約権 25,432 27,891 

少数株主持分 － 34,689 

純資産合計 2,480,538 2,485,567 

負債純資産合計 3,064,016 3,492,674 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,996,580

売上原価 2,304,083

売上総利益 692,496

販売費及び一般管理費 957,715

営業損失（△） △265,218

営業外収益  

受取利息 2,421

受取配当金 245

受取手数料 822

その他 155

営業外収益合計 3,644

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,953

株式交付費 1,463

その他 45

営業外費用合計 4,462

経常損失（△） △266,037

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,927

新株予約権戻入益 27,891

特別利益合計 31,818

特別損失  

投資有価証券売却損 54,671

投資有価証券評価損 25,786

事務所移転費用 4,861

減損損失 6,506

特別損失合計 91,825

税金等調整前四半期純損失（△） △326,044

法人税、住民税及び事業税 4,375

四半期純損失（△） △330,420
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △326,044

減価償却費 6,848

のれん償却額 779

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,927

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,508

安全協力費返還引当金の増減額(△は減少) △212

受取利息及び受取配当金 △2,666

株式交付費 1,463

投資有価証券評価損益（△は益） 25,786

投資有価証券売却損益（△は益） 54,671

投資事業組合運用損益（△は益） 2,953

減損損失 6,506

移転費用 4,861

新株予約権戻入益 △27,891

売上債権の増減額（△は増加） △35,644

たな卸資産の増減額（△は増加） 57

前払費用の増減額（△は増加） 16,795

仕入債務の増減額（△は減少） △378

未払消費税等の増減額（△は減少） 61,280

未払金の増減額（△は減少） △9,244

未払費用の増減額（△は減少） 1,555

その他 △11,676

小計 △262,635

利息及び配当金の受取額 2,666

法人税等の支払額 △8,728

営業活動によるキャッシュ・フロー △268,698

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △349,319

有価証券の売却による収入 350,000

投資有価証券の取得による支出 △199,896

投資有価証券の売却による収入 3,903

子会社株式の取得による支出 △42,840

有形固定資産の取得による支出 △16,044

無形固定資産の取得による支出 △16,550

敷金の差入による支出 △2,413

敷金及び保証金の回収による収入 17,379

その他 488

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,292
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 334,536

新株予約権の発行による収入 25,432

自己株式の取得による支出 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー 359,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,047

現金及び現金同等物の期首残高 1,585,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,421,087
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当社グループは、前連結会計年度において営業損失269,986千円、経常損失262,180千円、当期純損失

479,357千円を計上し、当第２四半期連結累計期間においても、営業損失265,218千円、経常損失266,037千

円、四半期純損失330,420千円を計上しております。以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。  

 このような状況下、選択と集中によるコストの合理化を実施し、既存事業の拡大に努めると共に、多角的

なサービスを提供できるよう、新たなサービスの開発・推進と事業領域の拡大に積極的に努めて参りまし

た。 

 一方、当社グループの主たる事業である人材派遣業界においては、景況感の悪化により顧客企業の労働力

に著しい過剰感が出ており、厳しさが増しております。また日雇い派遣の原則禁止等、労働者派遣法の改正

に関する社会的議論も引続き活発に交わされております。 

 当該状況に対応すべく、労働者派遣法の改正については、それをビジネスチャンスと捉え、既存事業にお

いては法令遵守の下、コスト構造の改革を引続き推進すると共に、採用代行サービス、求人サイト運営事業

への取組み等、多角的なサービスを提供できるよう、新たなサービスの開発・推進と事業領域の拡大に引続

き積極的に努め、利益体質の実現を目指して参ります。 

 以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。従って、

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を反映しており

ません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 
(注) １．事業区分の方法 

  事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ゼネラルアウトソーシング事業 

  物流関係また倉庫内軽作業、生産工場及びイベント会場等での作業など各企業への多様な派遣業務・受託

業務、並びに建設業を行っております。 

(2）セールスアウトソーシング事業 

  テレコミュニケーター、トレーナー及びスーパーバイザー等の派遣業務、並びにコールセンター、セール

スプロモーション等の受託業務を行っております。 

(3）ＩＴセキュリティ事業 

  ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販

売を行っております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

  【事業の種類別セグメント情報】

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業 
（千円）

セールスア
ウトソーシ
ング事業 
（千円）

ＩＴセキュ
リティ事業
（千円）

その他の
事業 

（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

1,451,328 1,487,574 17,959 39,717 2,996,580 ― 2,996,580

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,451,328 1,487,574 17,959 39,717 2,996,580 ― 2,996,580

  営業利益又は 
  営業損失（△）

24,554 34,307 △6,713 △20,683 31,464 △296,683 △265,218
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(4）その他の事業 

  求人サイト運営事業及び投資事業等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は296,683千円であり、その主

なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間において、在外子会社に売上はないため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  【所在地別セグメント情報】

  【海外売上高】
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(単位：千円)

 
 （注１）資本金及び資本剰余金の増加は、平成20年11月12日付で、株式会社エスケイ・キャピタルから第三者割当増

資の払込みを受けたことによるものであります。 

 （注２）自己株式の増加は、端株の買取請求による普通株式の取得によるものであります。 

  

(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９月30日残高 1,050,115 2,889,088 △1,117,267 △360,149 2,461,786

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額

 新株の発行（注１） 168,000 168,000 ― ― 336,000

 四半期純損失 ― ― △330,420 ― △330,420

 自己株式の取得（注２） ― ― ― △25 △25

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額合計

168,000 168,000 △330,420 △25 5,554

平成21年３月31日残高 1,218,115 3,057,088 △1,447,688 △360,174 2,467,340
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1)(要約)中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,350,014

Ⅱ 売上原価 2,493,887

   売上総利益 856,126

Ⅲ 販売費及び一般管理費 975,131

   営業損失 119,004

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 2,176

 ２．受取配当金 345

 ３．受取手数料 861

 ４．投資事業組合 
   投資利益

2,985

 ５．その他 288 6,657

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 59

 ２．株式交付費 1,575

 ３．その他 515 2,149

   経常損失 114,496

Ⅵ 特別利益

 １．新株予約権戻入益 335

 ２．関係会社株式売却益 15,819 16,154

Ⅶ 特別損失

 １．投資有価証券売却損 159,519

 ２．固定資産除却損 521 160,040

   税金等調整前中間 
   純損失

258,382

   法人税、住民税 
   及び事業税

5,538

   少数株主損失 5,037

    中間純損失 258,883
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(2) (要約)中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  税金等調整前中間 
  純損失(△)

△ 258,382

  減価償却費 10,139

  のれん償却額 3,114

  貸倒引当金の増加額 20,586

  賞与引当金の増加額 1,841

  安全協力費返還引当金の  
  減少額

△ 93,032

  受取利息及び受取配当金 △ 2,522

  支払利息 59

  株式交付費 1,575

  投資事業組合投資利益 △ 2,985

  固定資産除却損 521

  投資有価証券売却損 159,519

  関係会社株式売却益 △ 15,819

  売上債権の増加額 △ 171,176

  たな卸資産の増加額 △ 469

  未収消費税等の増加額 △ 811

  前払費用の減少額 11,230

  仕入債務の減少額 △ 117

  未払金の減少額 △ 24,862

  未払費用の減少額 △ 26,493

  未払消費税等の増加額 1,335

  その他 △ 2,211

小計 △ 388,962

   利息及び配当金の受取額 2,456

  利息の支払額 △ 81

  法人税等の支払額 △ 5,993

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 392,579
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前中間連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出 △ 61,087

  定期預金の払戻による収入 10,045

  連結範囲の変更を伴う子会社 
  株式の売却による収入 

13,774

  貸付による支出 △ 30,597

  貸付金の回収による収入 42,115

  有形固定資産の取得 
  による支出

△ 11,496

  無形固定資産の取得 
  による支出

△ 16,779

  敷金・保証金の増加 △ 4,402

  敷金・保証金の減少 2,893

  その他 204

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 55,329

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  社債の償還による支出 △ 30,000

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 30,000

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の減少額

△ 477,909

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

2,214,588

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の中間期末残高

1,736,679
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