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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 26,788 ― 3,941 ― 4,003 ― 2,173 ―

20年9月期第2四半期 26,924 3.4 4,163 28.8 4,249 29.3 2,192 23.9

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9月期第2四半期 78.77 ―

20年9月期第2四半期 74.71 ―

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 62,706 47,380 73.6 1,727.50
20年9月期 66,556 49,482 72.4 1,773.68

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  46,144百万円 20年9月期  48,205百万円

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  有  

別紙、「平成２１年９月期（第４３期）中間配当及び期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」のとおりであります。 

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 ― 20.00 ― 24.00 44.00

21年9月期 ― 22.00

21年9月期 
（予想）

― 22.00 44.00

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 54,750 0.1 6,982 0.1 7,180 0.0 3,600 0.1 130.48
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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  有  
(注)詳細は、９ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、９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．平成21年９月期の連結業績予想は、平成20年11月11日付で発表した業績予想から変更していません。上記の予想は、本資料発表日現在において入
手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

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 有

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 27,916,833株 20年9月期  27,916,833株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  1,205,162株 20年9月期  18,575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 27,590,052株 20年9月期第2四半期 29,353,088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２四半期連結累計期間において、売上高は26,788百万円（前年同期比99.5％）、営業利益は3,941百万円（前年同

期比94.7％）、経常利益は4,003百万円（前年同期比94.2％）、四半期純利益は2,173百万円（前年同期比99.1％）の業績

となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の事業部門別の概況は、次のとおりであります。  

１．会計事務所事業部門 

 当社の会計事務所事業部門は、会社定款に定める事業目的（第2条第一項：「会計事務所の職域防衛と運命打開の

ため受託する計算センターの経営」）に基づいて、当社の顧客である税理士または公認会計士（以下：TKC会員）が

組織するTKC全国会（創設は昭和46年。平成21年3月31日現在の会員数9,861名）との密接な連携の下で営業を展開し

てきています。 

 TKC全国会は、平成21年までの統一スローガンとして「企業の健全なる発展を支援し、TKC会計人の使命と責任を果

たそう！－黒字決算の支援と適正申告の実現－」を掲げ、全国で20のTKC地域会と共に以下の5つを重点テーマとして

活動しています。 

 ①企業の黒字決算実現の支援 

 ②巡回監査の完全実施と書面添付の推進 

 ③電子申告・納税のさらなる推進 

 ④会員1万名超体制の達成 

 ⑤会員事務所の業務品質の向上 

 当社では、ＴＫＣ全国会との連携の下に、 新のIT技術を積極的に活用し、会計事務所とその関与先である中小企

業の存続と発展に役立つコンピュータ・サービス、ソフトウェア製品、コンサルティング・サービスを充実させ、全

国のTKC会員がその成果を享受できるよう支援体制を強化しております。 

（注）TKC全国会については、『TKC全国会のすべて』またはHP（http://www.tkcnf.or.jp/）をご覧ください。 

  

（１）「企業の黒字決算実現の支援」に対する活動 

①ＴＫＣ会員が取り組む、「中小企業の経営承継円滑化大作戦」の支援 

  日本の企業数の9割以上、雇用の7割以上を占める中小企業数は、昭和61年の532万7,000社をピークとして平成

18年には419万8,000社にまで減少しています。また、『中小企業白書2006』によると年間の廃業社数は約29万社

に及び、この廃業社数の内約7万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業であると推定されています。 

 このような状況を踏まえ、経済産業省殿では、中小企業の円滑な事業承継対策を重要な課題と捉え、民法及び

相続税法等の改正、並びに事業承継にかかる金融支援を視野に入れて、「中小企業経営承継円滑化法」の創設を

軸とした支援に乗り出しました。 

 一方TKC全国会では、企業の黒字決算実現支援の一環として平成20年6月に「経営承継支援プロジェクト」を発

足させ、「税理士は中小企業の親身の相談相手である」との認識の下に、「中小企業の経営承継円滑化大作戦」

を展開しています。 

 TKC会員が推進する経営承継支援活動は、月次の巡回監査を通じた「黒字決算支援」と「事業承継法制・税制の

活用」の2つを柱とした長期にわたる支援活動となっています。その具体的な活動として、平成20年10月からTKC

会員主催による「TKC経営革新セミナー2008―貴社の永続的繁栄のための経営承継サクセスプラン―」を全国

3,257事務所で開催し、中小企業経営者を中心に約7万名にご参加いただきました。 

 当社では、今後予定される「後継者塾」「TKC経営革新セミナー2009」等の開催支援が、TKC会員に対する関与

先企業の満足度の向上、あるいはTKC会員の関与先拡大につながるとの認識に立ち、セミナーコンテンツの制作、

積極的な広報活動、テレビCM（「経営承継」篇）・新聞広告を中心とした広報・広告活動及びセミナー開催時の

人的支援等を通じてTKC会員を支援して参ります。 

②中小企業の「黒字決算支援」に対する活動 

 「100年に一度の危機」と言われるほど厳しい経済環境は、中小企業の経営にも大きな影響を与えています。

TKC全国会においては、中小企業の「黒字決算支援」のための活動を、①現下の厳しい経済環境を「非常時」と

し、関与先企業が現下の状況を乗り切るための緊急避難的な支援、②非常時を脱し「平時」に戻るまでの過程の

支援―の2つに分けて活動を展開しています。これらの方針を徹底するため、平成21年4月からは全国136会場にお

いて「～世界同時不況下で関与先企業をいかに支援すべきか～『黒字決算支援研修会』」を開催しています。 

 TKC会員が行う黒字決算支援業務は、「TKC継続MASシステム」による経営計画策定支援、「TKC戦略財務情報シ

ステム（FX2シリーズ）」による業績管理体制の整備並びに経営者の計数管理能力の向上支援、「巡回監査支援シ

ステム」の有効活用など、TKCシステムの利用が柱となっています。 

 このため、当社では、これまでにも増して「FX2シリーズ」と「TKC継続MASシステム」のさらなるレベルアップ

を行うと共に、これらシステムの活用をこれまで以上に支援してまいります。 
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 1)「ＴＫＣ継続ＭＡＳシステム」の推進 

 赤字決算を黒字決算に転換させ、黒字経営を継続するためには、経営者の戦略思考に基づく「中期経営計

画」の策定が欠かせません。TKC会員事務所では、関与先企業の持続的な黒字決算の実現を願って「TKC継続

MASシステム」を活用した「5カ年経営革新計画」の策定を支援しています。なお、同システムは平成21年3月

31日現在、6,809事務所で利用されています。 

 2)「戦略財務情報システム（ＦＸ２）」の推進 

 TKC会員事務所では、経営者の計数管理能力の向上を支援し、黒字決算と適正申告の実現に貢献する「TKC戦

略財務情報システム（FX2シリーズ）」の利用を積極的に推進しています。そのため当社では「FX2立ち上げ支

援サービス」を実施し、会計事務所主導による関与先企業の自計化促進を支援しています。 

（２）「巡回監査の完全実施と書面添付の推進」に対する活動 

 TKC全国会では、平成21年末までに、4,000事務所で12万件を超える「税理士法第33条の2に基づく書面添付（以

下、書面添付）」を実践することを目標に、会員への促進活動を実施しています。平成19年事務年度には、書面添

付がなされた申告件数の約6割（注）がTKC会員が実施したものとなっており、平成20年12月には12ヶ月間の移動累

計で10万件を突破しました。 

（注）平成19年事務年度「国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」から推計 

 書面添付とは、税理士の作成した書類についてその内容検討の程度、検討した項目及びその方法等を記載した書

面を添付することができるもので、税理士が作成した”申告書の品質を証明”するものと言えます。平成14年には

税理士法の改正により、税務当局に対して、この書面が申告書に添付されている場合は、「税務代理の権限を有す

る税理士に、添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなくてはならない」とされ、さらに、国税庁殿

では平成21年7月以降、本制度の更なる充実を図る施策を講じようとしています。 

 この書面添付の基盤となるのが、TKC会計人による「月次巡回監査」です。当社では、TKC会計人の実施する巡回

監査をITの側面から支援するため、平成20年11月に「巡回監査支援システム」をレベルアップして提供しました。 

（３）「電子申告・納税のさらなる推進」に対する活動 

 TKC全国会では、平成20年度において6,500会員事務所で194万件以上の電子申告実践を目標に掲げ、全国規模で推

進活動を展開してきました。 

 当社では、この活動をシステム面から支援するため、TKC全国会システム委員会のご指導のもと開発した、法人用

「TKC電子申告システム（e-TAX1000）」と個人用「TKC電子申告システム（e-TAX2000）」を提供しています。 

 このシステムは、「会計事務所が も快適な業務プロセスで電子申告を行えること」を目的に開発されたもの

で、平成20年度においては、6,567事務所で212万2,859件の国税の電子申告、及び57万件を超える地方税の電子申告

に利用されました。 

 特に法人税の電子申告においては、国税庁殿が発表した平成20年度の法人税の電子申告件数98万2,505件（平成21

年3月31日現在）のうち、TKC会員の実績は41万2,366件と約42%を占めています。このe-TAX1000を利用した電子申告

の急伸は、e-TAX1000に「一気通貫」でデータを連携することができるFX2や「TKC法人決算申告システム

（TPS1000）」の処理件数の着実な拡大にもつながっています。 

（４）「会員１万名超体制の達成」に対する活動 

 TKC全国会では、会員1万名超体制の構築を目標として「TKC会員500名増強作戦」を実施しています。当社は、そ

の活動を主管するTKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会と連携して、新規会員の増強活動を積極的に推進し

ています。 

 この作戦の一環としてTKC会員から、未入会税理士の紹介や同行訪問等のご支援をいただいたことで、これまで当

社社員が単独ではアプローチできなかった中規模以上の会計事務所の所長税理士への確実な面談が増加し、入会提

案の機会獲得につながっています。当社ではこの機会を 大限に活用し、TKC全国会の取り組みや各種システム・サ

ービスをご提案しています。 

 そうした活動の結果、TKC会員数は、第２四半期末現在で9,861名（事務所数8,400件）となっており、会員1万名

超達成が目前に迫っています。 

（５）「会員事務所の業務品質の向上」に対する活動 

 TKC全国会では、「会員事務所の業務品質の向上」を実現するため、以下の3つを重点テーマとして活動を実施し

ています。 

 ①研修制度の充実による会員・職員の錬成 

 ②会員事務所のIT環境の充実 

 ③TKC全国会バッジ会員の拡充 

 当社においては、会員事務所のIT環境の整備を目指して、「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム

（OMS）」を積極的に推進しています。電子申告実践事務所が大幅に拡大していることを背景に、OMSはTKC会員事務

所の重要な業務インフラとなっており、平成21年3月31日現在で5,045事務所に利用されています。 

（６）ＴＫＣ会員の関与先拡大のための活動 
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①中堅・大企業市場の開拓 

 国際財務報告基準に基づく連結会計制度や連結納税制度の導入、内部統制制度、電子申告、四半期報告書の作

成義務化等に関する法令等の改定は、上場会社だけでなく、多くの中堅・大企業に対しても大きな影響をもたら

しました。 

 このような変化をとらえ、当社では「連結会計システム（eCA-DRIVER）」、「税効果会計システム

（eTaxEffect）」、「連結納税システム（eConsoliTax）」、「法人電子申告システム（ASP1000R）」を開発・提

供しています。これらの諸活動の究極の狙いは、わが国の中堅 大企業の多くをTKC会員の関与先企業とし、もっ

て会計事務所の職域防衛と運命打開に貢献しようというものです。 

 各システムの当第２四半期末現在における利用状況は以下のとおりとなっています。 

 1)「連結会計システム（eCA-DRIVER）」：約330企業グループ3,200社 

 2)「連結納税システム(eConsoliTax)」：約350企業グループ約4,050社 

 3)「法人電子申告システム（ASP1000R）」：500社を超える企業グループ 

②ＴＫＣ全国会研究会への支援活動 

 TKC全国会では、公益法人、社会福祉法人、病院・診療所などを対象に、それぞれの分野の会計と税務に精通し

たTKC会員による研究会を組織し、全国的規模でセミナーを開催して、その健全経営のための支援活動を展開して

います。 

 当社では、TKC全国会の指導の下で、公益法人等が新公益法人会計基準へ早期に移行できるよう本基準に完全準

拠した「公益法人会計データベース」（中小規模公益法人向け）、「FX4公益法人版」（大規模公益法人向け）を

開発提供しています。 

③Ｊ－ＳａａＳへの対応 

 経済産業省殿では、平成21年3月より、 新のIT基盤を活用した会計システム等の導入を通して、中小企業の経

営力を高めるため、J-SaaS事業を開始しました。 

 当社では、TKC会計事務所の高い業務品質に関する認知度を高め、TKC会員の関与先拡大に貢献することを目的

として、同事業へ参画。3月31日の事業開始に合わせて「FX2個人事業用財務会計J-SaaS対応版」及び「PX2給与計

算J-SaaS対応版」を開発し、サービスを開始しました。 

（７）「ＬＥＸ／ＤＢインターネットの市場拡大」 

 「法律情報データベース（「LEX/DBインターネット）」）は、明治8年の大審院判例から直近に公開されたすべて

の法律分野にわたる判例等を収録しており、平成20年9月末現在で、その収録分件数は59万8,000件を突破していま

す。 

 当社は、この「LEX/DBインターネット」を中核的なコンテンツとし、TKC会員事務所向けサービス、法科大学院向

けサービス、法科大学院修了生向けのサービス、弁護士向けのサービスを積極的に展開しています。 

 以上の諸活動の結果、当事業部門における売上高は19,679百万円（前年同期比97.5%）、営業利益は3,324百万円（前

年同期比90.4%）の業績となりました。 

  

２．地方公共団体事業部門 

 当事業部門は、会社定款に定める事業目的（第2条第二項：「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算セン

ターの経営」）に基づき、住民の利便性向上と行政の業務効率化を支援することを目的に、専門特化した情報サービス

を展開しています。 

（１）地方税の電子申告への対応 

 「個人住民税における公的年金からの特別徴収」制度において、特別徴収義務者（社会保険庁等年金保険者）と

市区町村とのデータ授受が地方税ポータルシステム（eLTAX）を利用して行われることになったことを機に、eLTAX

参加団体は1,321団体（47都道府県・17政令指定都市・1,257市区町村）へと拡大されました。 

 当社は、他社に先駆けて「TKC行政ASP／地方税電子申告支援サービス」を開発・提供し、同サービスの中核をな

す当社独自のASPサービス「データ連携システム」については、データストレージの拡充など機能強化を図っていま

す。また、その販売においては、全国の主要な地方公共団体向けのシステム・ベンダー43社と業務提携を結び、市

区町村が電子申告を円滑かつ早期に導入できるよう提案活動を展開してまいりました。 

 これらの活動の結果、当第２四半期においては26団体から同サービスを受注しました。これにより当社サービス

の利用団体は累計で594市区町村（都道府県を除くeLTAX参加団体の46.6%）となり、このうち145市区町村が地方税

の電子申告の受付サービスを開始しています。 

（２）「個人住民税における公的年金からの特別徴収」制度への対応 

 「個人住民税における公的年金からの特別徴収制度」へ対応するため、市区町村のeLTAX接続環境の整備支援を行

うとともに、これと連動する「TASK.NET税務情報システム」などの改修を行いました。 

 これに伴い、社内において専門のプロジェクトチームを編成し、制度対応に伴う事前テスト及びシステム提供、

利用団体におけるスムーズな業務支援を行いました。 
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（３）各種ＡＳＰサービスの提供 

 当社では、国が推進する電子化社会の推進に向けて、平成14年よりASP方式による各種サービス／システムの提供

へ積極的に取り組み、地方公共団体向けASP／SaaS市場をリードしてきました。 

 当第２四半期においては、「TKC行政ASP／地方税電子申告支援サービス」の販売が大きく伸展したことに加え、

「TKC行政ASP／公共施設案内・予約システム」が、埼玉県幸手市殿、埼玉県鴻巣市殿、群馬県藤岡市殿、茨城県美

浦村殿などで順調に稼働しました。なお、地方公共団体のASP／SaaSの利用ニーズは拡大の一途を辿っており、

「TKC行政ASPシリーズ」の契約数も1年間で2倍以上に増え、平成21年4月1日稼働時点の累計契約件数が1,000件を突

破しました。 

（４）「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ公会計システム」の開発・提供 

 地方公共団体においては、財政再建に向けた歳出削減・債務圧縮の推進とともに、平成21年度秋をめどに「発生

主義・複式簿記」及び「連結会計」の考え方を取り入れた「地方公会計制度」の導入が要請されています。 

 当第２四半期においては、地方公会計制度改革に対応した「TASK.NET公会計システム」（平成20年10月提供開

始）の追加機能を提供するとともに、財務会計システムの利用団体に対してリプレース提案を行った結果、平成21

年度の予算執行業務では7団体で稼働しました。 

（５）年金・医療・介護などの法制度改正への対応 

 平成21年度は、医療制度改革の一環として年金・医療・介護などの大規模な制度改正が予定されています。当第

２四半期においては、これに対応するため「TASK.NET後期高齢者医療システム」、「TASK.NET介護保険システム」

など関連システムの改修・提供を行いました。 

（６）「定額給付金／子育て応援特別手当」の開発・提供 

 平成20年度第2次補正予算の成立を受け、市区町村では「定額給付金」と「子育て応援特別手当」の支給事務が急

ピッチで進んでいます。当第２四半期においては、これに対応するため対象住民に発送する支給申請書作成等の大

量一括処理業務を受託するとともに、「TASK.NET住基システム」の改修・提供、また「給付事務管理システム」の

開発・提供を行い、105団体から受注しました。 

 以上の諸活動の結果、当事業部門における売上高は5,471百万円（前年同期比112.6%）、営業利益は591百万円（前年

同期比190.5%）の業績となりました。 

  

３．印刷事業部門 

 当事業部門は、ビジネスフォーム、DPS（データプリントサービス）を中心とした印刷事業を展開しています。 

 第２四半期に入って、印刷物の発注取り消しや先送りが相次ぎ、売上高に大きく影響しております。特にDPS関連商

品につきましては、前期において受注した自動車メーカーのDMハガキ、航空会社のクーポン券の取りやめ、生命保険の

申込書の中断、さらには商業印刷（カタログ）の先送りなどにより、大幅な受注減となりました。 

 当事業部門における売上高は1,636百万円（前年同期比87.1%）、営業利益は24百万円（前年同期比14.2%）の業績と

なりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

  

１．資産の部について 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、62,706百万円となり、前連結会計年度末66,556百万円と比較して

3,849百万円減少しました。 

（１）流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、32,065百万円となり、前連結会計年度末40,553百万円と比較

して8,487百万円減少しました。 

 その主な理由は、現金及び預金が減少したこと等によるものです。 

（２）固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、30,640百万円となり、前連結会計年度末26,003百万円と比較

して、4,637百万円増加しました。 

 その主な理由は、長期預金が増加したこと等によるものです。 

２．負債の部について 

（１）流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、11,277百万円となり、前連結会計年度末13,043百万円と比較

して、1,765百万円減少しました。 

 その主な理由は、未払法人税等が減少したこと等によるものです。 

（２）固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、4,048百万円となり、前連結会計年度末4,030百万円と比較し
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て、17百万円増加しました。 

 その主な理由は、退職給付引当金が増加したこと等によるものです。 

３．純資産の部について 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、47,380百万円となり、前連結会計年度末49,482百万円と比較し

て2,101百万円減少しました。 

 その主な理由は、自己株式を取得したこと等によるものです。 

 なお、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は、73.6％となり、前連結会計年度末72.4％と比較して1.2

ポイント増加しました。 

  

（連結キャッシュ・フローの概況） 

 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の残高は、前連結会計年度末に比べ5,252百万円減少し、

16,233百万円になりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況とその主な理由は次のとおりです。   

１．営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、458百万円増加しました。その主な理由は、法人税等を支払った

ものの、税金等調整前四半期純利益が3,838百万円計上されたこと等によるものです。 

２．投資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・フローについては、2,722百万円減少しました。その主な理由は、定期預金(長期預

金)を預入したこと等によるものです。 

３．財務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・フローについては、2,988百万円減少しました。その主な理由は、自己株式を取得し

たこと等によるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当第２四半期連結会計期間末においては、第３四半期以降に売上計上を予定していた地方公共団体事業部門にお

ける「TKC行政ASP／地方税電子申告支援サービス」の一部が第２四半期に売上高計上されておりますが、事業部門

別の当初計画見通しと対比して大きな変動はなく、予定通り推移しております。 

  

（事業上及び財務上の対処すべき課題） 

  

１．会計事務所事業部門の対処すべき課題 

 当社の会計事務所事業部門は、会社定款に定める事業目的（第2条第一項：「会計事務所の職域防衛と運命打開の

ため受託する計算センターの経営」）に基づき、TKC全国会と密接な連携をとって以下の事業を展開します。 

（１）黒字決算実現に役立つ「ＦＸ２」と「ＴＫＣ継続ＭＡＳシステム」の推進 

 当社では、TKC全国会の黒字決算支援活動に平仄を合わせ、経営者の戦略的意志決定を支援することを目的に開発

されている「FX2」と、経営者のビジョンを明確にし、中長期の「経営改善計画」並びに短期の「予算計画」の策定

支援を目的として開発された「TKC継続MASシステム」のさらなるレベルアップと利用の拡大に注力してまいります。

 なお、当社では、TKC全国会の「黒字決算支援」活動を広く訴求し、TKC全国会の活動を側面から支援するため、４

月からテレビCMを「黒字決算支援」篇に改訂し、放映を開始しました。 

（２）巡回監査の完全実施と書面添付の推進 

 平成20年11月に大幅なレベルアップを行った「巡回監査支援システム」の普及を図るため、TKC全国会システム委

員会のご指導の下、「巡回監査支援システム活用テキスト（仮称）」の提供を行うとともに、システム活用のための

研修等を企画・実施してまいります。 

（３）ＴＫＣ全国会の「電子申告実践活動」への支援 

 TKC全国会の電子申告実践数は、平成20年度において212万件を突破し、TKC会員が作成する法人税申告書の73％超

は電子申告となるなど、TKC会員事務所では電子申告が通常業務となってきています。 

 当社の財務会計システムの特長は、会計法令及び会計基準への完全準拠性を堅持しながら、これと関連する税務申

告業務と連動させ、会計と税務の「一気通貫」を実現していることにあります。当社では、今後ともこの強みを活か

しながら、新たな製品開発に取り組んでいくことが 大の課題であると認識しています。 

（４）ＴＫＣ会員１万名超体制の構築支援 

 TKC全国会では、今年の7月に開催される全国役員大会までにTKC会員1万名超体制を実現すべく活動を展開していま

す。当社では、未入会税理士のTKC 入会の動機付けとクローズの場として、4月から全国136ヶ所でTKC会員向けに開

催されている「黒字決算支援研修会」を未入会税理士に案内しています。第3四半期においては、本研修会に参加さ

れた未入会税理士に対して入会促進を行い、早期の目標達成に努めております。 
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（５）会員事務所の業務品質の向上 

 当社では、TKC会員事務所の巡回監査担当者の業務効率を向上させることを目的として、TKC会員とその関与先企

業、またTKCとTKC会員の関与先企業を結ぶ 新のICTを活用した新たなコミュニケーション手段として「ユビキタス

2009」の提供を予定しています。 

 ユビキタス2009は、以下の4つのシステムにより構成されています。 

 ①RATパトロールⅡ 

 ユビキタス環境（いつでも、どこからでもオフィスにある自分のPCを安全に利用できる環境）を提供し、会計

事務所職員の業務効率向上を図ります。 

 ②リモートディスプレイサービス 

 関与先パソコンの画面を会計事務所から共有・閲覧することにより、より細やかなコミュニケーションを可能

とします。 

 ③オンラインデポサービス 

 当社のインターネット・データセンターであるTISCにデータを仲介させることで、巡回監査担当者がUSBメモリ

などの記憶媒体でデータを持ち運ばなくてもTKCシステムの利用を可能とします。 

 ④プログラムダウンロードサービス 

 現在、関与先企業のシステム更新は、巡回監査担当者が行っています。この作業から巡回監査担当者を解放し

ます。 

（６）ＴＫＣ会員の関与先拡大のための活動 

 ①「TKC連結納税システム（eConsoliTax）」の推進 

 現下の世界的な経済危機の影響により、日本を代表する企業においても業績の動向が深刻な状況にあります。

これに伴い親会社又は子会社の繰越欠損金を節税に利用できる連結納税制度の検討をする企業グループが増えて

います。当社では3月に「『連結納税制度』 大有効活用セミナー」を開催するなど、「eConsoliTax」の採用提

案を積極的に推進しています。 

 ②「TKC法人電子申告システム（ASP1000R）」の推進 

 国税庁殿の資料によると、電子申告の普及が進む中小企業に対して、資本金5億円以上の中堅・大企業において

は実践割合が3％程度と、まだその普及が進んでいない状況です。しかし、当社が平成20年11月に全国12都道府県

において開催した「TKC電子申告セミナー」には、224社が参加されるなど、中堅・大企業においても電子申告へ

の関心が高まってきています。また、平成21年4月1日からは全国254市区町村で地方税の電子申告の受付サービス

が開始されるなど、今後サービス実施団体が急激に増えることも予測されています。当社では、これを中堅・大

企業に対してASP1000Rを促進するビジネスチャンスととらえて、積極的な活動を展開しています。 

（７）次世代ホストシステムへの円滑な移行 

 当社では、当43期中に、当事業部門の基幹業務であるホスト処理（バッチ処理）システムを刷新するべく準備を進

めています。新しいホスト処理システムは、 新のICTを駆使したオンラインリアルタイム処理を実現するもので、

この改訂を新しいサービスを創造するイノベーションの出発点とすることを目指しています。 

  

２．地方公共団体事業部門の対処すべき課題 

 地方公共団体事業部門では、会社定款に定める事業目的（第2条第二項：「地方公共団体の行政効率向上のため受

託する計算センターの経営」）に基づき、今後も 新ICTを活用した革新的な製品やサービスの開発・提供を通じ

て、住民の利便性向上と行政の業務効率化を支援することが重要な経営課題であるととらえ、以下に取り組みます。

（１）市町村における「地方税の電子申告」受付体制整備の支援 

①「TKC行政ASP／地方税電子申告支援サービス」と、これとデータ連携する「TASK.NET税務情報システム」など

の一層の機能強化を図ります。 

②同サービス利用団体における地方税の電子化推進を支援します。 

（２）市町村における「地方公会計制度改革」への対応支援 

①「TASK.NET公会計システム」の一層の機能強化を図ります。 

②出前勉強会などを通じて公会計制度改革へのムード盛り上げを図り、「TASK.NET財務会計システム」の利用団

体に対してリプレース提案を行うとともに、新規顧客団体の開拓に取り組みます。 

（３）各種基幹系システムのリプレース推進 

 更新時期を迎える「TASK.NET住基システム」「TASK.NET税務情報システム」の利用団体に対して、システムリプレ

ース提案及び立ち上げ支援を推進します。 

（４）市町村における「各種申請・届出等手続のオンライン化」の支援 

 各種ASPサービス（電子申請・届出、かんたん申請・申込、施設案内・予約など）の機能強化と提案活動を推進し

ます。 

（５）新規顧客団体の開拓 
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 自庁処理を行う中核規模団体（人口50万人程度まで）を対象として、「TASK.NETシリーズ」及び「TKC行政ASPシリ

ーズ」を提案し、新規顧客団体の開拓に取り組みます。 

３．印刷事業部門の対処すべき課題 

 当第２四半期については、第１四半期後半から顕著になった金融機関や自動車関連企業などから派生した急激な受

注減の影響を受け、一般営業とDPS営業を合わせて約2億4,000万円の売上げ減（対前年比87.4％）となり、景気減退

の影響をまともに受けました。特に、DM関連商品の大口物件の受注が激減しており、当期業績の不安材料になってい

ます。 

 これを第３四半期以降に挽回するために、新しい分野のDPS関連商品の受注や、付加価値の高い新商品の販売に向

け積極的な営業展開を図ってまいります。 

 一方でマーケット萎縮の中での営業展開は、熾烈な受注競争となっております。これを打破するためには、効率的

な工程管理や生産稼働率の向上、さらには損紙の減少、残業時間の管理等きめ細かくコストダウンを図ると共に、

DPS事業に係る新規顧客の獲得に向け積極的に取り組んでまいります。 

４．全社の対処すべき課題 

（１）法令を完全に遵守したシステムの提供 

 当社の業務は、税法、商法、民法、行政法などの法律に深く関わりながら、高度な社会的責務を持つ税理士・公認

会計士及び地方公務員の業務遂行を 新のICTを媒介として支援することにあります。このため、当社においては法

令等の改正に完全かつタイムリーに対応できるよう、システム開発体制を整備してまいります。 

（２）グループガバナンスシステムの確立 

 金融商品取引法への対応を含め会社法で求められる内部統制システムを構築・整備するとともに、企業経営理念、

各種会議体、各種諸規程を体系的にまとめ上げ、グループマネジメントシステムの向上に取り組んでまいります。 

（３）働きがいのある組織風土の醸成 

 「経営の行動指針」（腑に落ちる経営）に基づき、個人とチームワークを尊重した職場作りに努めるとともに、

「顧客への貢献」の実現に必要となる従業員の能力開発を積極的に行って、「働きがいのある組織風土」の醸成を推

進してまいります。 

  

  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想及びタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。  

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 棚卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法及び進捗度を加味した売価還元法による原価
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①有形固定資産の耐用年数の変更 

 連結子会社の機械装置のうち、デジタル印刷機に係るものについては、従来耐用年数を10年としておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より４年に変更しました。 

 この変更は、平成20年度税制改正を契機として耐用年数を見直したことに伴うものであります。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は、軽微であります。 

②役員退職慰労引当金 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社は内規に基づく要支給額を役員退職慰労

引当金として計上しておりましたが、それぞれ平成20年12月19日及び平成20年12月25日開催の取締役会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。このため、当第２四半期連結会計期間末において

は、制度廃止日までの要支給額を「役員退職慰労引当金」として固定負債に計上しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は、軽微であります。 

法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価

法（収益性低下による簿価切下げの方法）及び進捗度を加味した売価還元法による原価法（収益性低下による

簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は、ありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日企業会

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」（企業会計基準委員会。平成６年１月18日

終改正、平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、リ

ース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の売買

処理取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定しておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額と

する方法によっております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は、ありません。 

（４）追加情報
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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：百万円）

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 20,233 29,486

受取手形及び売掛金 8,933 7,906

有価証券 － 156

たな卸資産 546 548

その他 2,405 2,504

貸倒引当金 △53 △49

流動資産合計 32,065 40,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,541 5,681

土地 6,288 6,044

その他（純額） 2,280 2,168

有形固定資産合計 14,110 13,893

無形固定資産 612 718

投資その他の資産   

投資有価証券 3,987 5,905

長期預金 7,400 2,000

差入保証金 1,330 1,337

その他 3,200 2,152

貸倒引当金 － △5

投資その他の資産合計 15,918 11,390

固定資産合計 30,640 26,003

資産合計 62,706 66,556

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,997 4,851

短期借入金 58 78

未払金 2,971 2,515

未払法人税等 1,364 2,046

賞与引当金 2,140 2,703

その他 744 848

流動負債合計 11,277 13,043

固定負債   

退職給付引当金 2,936 2,851

役員退職慰労引当金 659 921

その他 452 257

固定負債合計 4,048 4,030

負債合計 15,326 17,073
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,700 5,700

資本剰余金 5,409 5,409

利益剰余金 37,622 36,118

自己株式 △2,278 △35

株主資本合計 46,452 47,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △308 1,013

評価・換算差額等合計 △308 1,013

少数株主持分 1,235 1,277

純資産合計 47,380 49,482

負債純資産合計 62,706 66,556
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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：百万円）

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 26,788

売上原価 10,517

売上総利益 16,271

販売費及び一般管理費 12,329

営業利益 3,941

営業外収益  

受取利息 37

受取配当金 4

受取地代家賃 15

持分法による投資利益 4

その他 12

営業外収益合計 74

営業外費用  

支払利息 4

自己株式取得費用 2

賃借ビル解約補修費 5

営業外費用合計 12

経常利益 4,003

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 7

投資有価証券売却損 20

有価証券償還損 76

投資有価証券評価損 65

特別損失合計 170

税金等調整前四半期純利益 3,838

法人税、住民税及び事業税 1,384

法人税等調整額 294

法人税等合計 1,679

少数株主損失（△） △14

四半期純利益 2,173
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 3,838

減価償却費 1,097

固定資産売却損益（△は益） 0

固定資産除却損 7

有価証券償還損益（△は益） 76

投資有価証券売却損益（△は益） 20

投資有価証券評価損益（△は益） 65

賞与引当金の増減額（△は減少） △562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84

売上債権の増減額（△は増加） △1,186

その他の資産の増減額（△は増加） △278

仕入債務の増減額（△は減少） △731

その他の負債の増減額（△は減少） 276

その他 △306

小計 2,402

利息及び配当金の受取額 52

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △1,991

営業活動によるキャッシュ・フロー 458

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 △8,200

定期預金の払戻による収入 6,800

有価証券の償還による収入 119

有形固定資産の取得による支出 △857

無形固定資産の取得による支出 △188

投資有価証券の取得による支出 △424

その他 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,722

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △20

自己株式の取得による支出 △2,245

配当金の支払額 △670

少数株主への配当金の支払額 △22

その他 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,252

現金及び現金同等物の期首残高 21,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,233
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

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．事業区分については、販売市場及びサービス・製品等の類似性を考慮して、セグメンテーションしておりま

す。 

  
会計事務所
事業 
（百万円） 

地方公共団
体事業 
（百万円） 

印刷事業
  

（百万円） 

計
  

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
  

（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  11,194  3,937  681  15,814  －  15,814

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  0  －  0 (0)   －

計  11,194  3,938  681  15,814 (0)   15,814

営業利益（△は営業損失）  2,250  815  △10      3,056  －  3,056

  
会計事務所
事業 
（百万円） 

地方公共団
体事業 
（百万円） 

印刷事業
  

（百万円） 

計
  

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
  

（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  19,679  5,471  1,636  26,788  －  26,788

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  0  －  0 (0)   －

計  19,679  5,472  1,636  26,789 (0)   26,788

営業利益  3,324  591  24  3,941  －  3,941
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 該当事項はありません。 

  

２．各事業区分の主なサービス及び商品は、次のとおりです。 

  

  

事業区分 主要なサービス及び商品

会計事務所事業 

(1）情報処理サービス 

①ＴＫＣ統合情報センターによるコンピュータ・サービス 

大量出力（印刷）を伴うバッチ処理サービス、データ・ストレージ・サービス、ダ

ウンロード・サービス 

②ＴＫＣインターネット・サービスセンター（ＴＩＳＣ）によるコンピュータ・サービ

ス 

  インターネット・サービス、イントラネット・サービス、ＡＳＰ（アプリケーショ

ン・サービス・プロバイダー）サービス、データベース・サービス、データ・ストレ

ージ・サービス、ダウンロード・サービス、データバックアップ・サービス、データ

セキュリティ・サービス 

(2) ソフトウェア及びコンサルティングサービス 

情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供、専門

スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 

(3) オフィス機器の販売 

情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 

(4) サプライ用品の販売 

コンピュータ会計用事務用品の販売等 

地方公共団体事業 

(1) 情報処理サービス 

①ＴＫＣ統合情報センターによるコンピュータ・サービス 

大量出力（印刷）を伴うバッチ処理サービス、データバックアップ・サービス 

②ＴＫＣインターネット・サービスセンター（ＴＩＳＣ）によるコンピュータ・サービ

ス 

  インターネット・サービス、イントラネット・サービス、ＡＳＰ（アプリケーショ

ン・サービス・プロバイダー）サービス、データベース・サービス、データバックア

ップ・サービス、データセキュリティ・サービス 

(2) ソフトウェア及びコンサルティングサービス 

情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供、専門

スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 

(3) オフィス機器の販売 

情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 

印刷事業 コンピュータ用連続伝票、一般事務用伝票、データプリントサービス、パンフレット等

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第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） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  

  

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（百万円）  
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高    26,924 100.0

Ⅱ 売上原価    10,525 39.1

売上総利益    16,399 60.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    12,235 45.4

営業利益    4,163 15.5

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  37    

２．受取配当金  5    

３．地代家賃収入  16    

４．持分法による投資利益  27    

５．その他  10 98 0.4

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  3    

２．賃借ビル解約補修費  8    

３．持分法による投資損失  －    

４．その他  － 12 0.0

経常利益    4,249 15.8

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益  0    

２．投資有価証券売却益  －    

３．ゴルフ会員権売却益  －    

４．貸倒引当金戻入益  － 0 0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損  3    

２．固定資産除却損  81    

３．減損損失  26    

４．投資有価証券評価損  1 113 0.4

税金等調整前中間純利益    4,136 15.4

法人税、住民税及び事業税  1,690    

法人税等調整額  210 1,901 7.1

少数株主利益    42 0.2

中間純利益    2,192 8.1
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（２）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（百万円）  

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利益  4,136 

減価償却費  970 

貸倒引当金の増加額         （△減少額）  5 

賞与引当金の増加額         （△減少額）  △481 

退職給付引当金の増加額       （△減少額）  79 

役員退職慰労引当金の増加額     （△減少額）  29 

受取利息及び受取配当金  △42 

支払利息  3 

持分法による投資損益  △27 

固定資産除売却損益  84 

投資有価証券評価損  1 

減損損失  26 

売上債権の減少額          （△増加額）  △198 

たな卸資産の減少額         （△増加額）  △51 

その他資産の減少額         （△増加額）  △63 

仕入債務の増加額          （△減少額）  △1,013 

その他負債の増加額         （△減少額）  △931 

その他  9 

小計  2,537 

利息及び配当金の受取額  34 

利息の支払額  △4 

法人税等の支払額  △1,723 

営業活動によるキャッシュ・フロー  843 

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  △4,500 

定期預金の払戻による収入  600 

有形固定資産の取得による支出  △225 

有形固定資産の売却による収入  0 

無形固定資産の取得による支出  △262 

投資有価証券の取得による支出  △0 

投資有価証券の売却による収入  －  

その他  15 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,373 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出  △37 

自己株式の取得による支出  △3,171 

配当金の支払額  △595 

少数株主への配当金の支払額  △13 

その他  0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,817 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額    （△減少額） △7,347 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  26,803 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  19,455 
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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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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） 

 （注） 事業区分については、販売市場及びサービス・製品等の類似性を考慮して、セグメンテーションしておりま

す。 

  

  

  

会計事務所

事業  

（百万円） 

地方公共団

体事業  

（百万円） 

印刷事業  

  

（百万円） 

計  

  

（百万円） 

消去又は 

全社  

（百万円）  

連結  

  

（百万円） 

売上高              

(1)外部顧客に対する売上高  20,187 4,857 1,880 26,924 － 26,924 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高  
－ 0 － 0 (  0) － 

計  20,187 4,858 1,880 26,925 (  0) 26,924 

営業費用  16,510 4,547 1,703 22,762 (  0) 22,761 

営業利益  3,676 310 176 4,163 (  －) 4,163 

〔所在地別セグメント情報〕

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

   

  

〔海外売上高〕
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