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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 3,454 △15.2 117 △23.8 112 △26.8 53 △28.7

21年3月期第1四半期 4,073 ― 154 ― 154 ― 75 ―

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

22年3月期第1四半期 5.11 5.01
21年3月期第1四半期 7.19 6.99

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

22年3月期第1四半期 6,326 2,558 38.3 230.87
21年3月期 6,630 2,492 35.6 224.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,422百万円 21年3月期  2,359百万円

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

21年3月期 ― ― ― 1.50 1.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 1.50 1.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,220 △12.4 253 △18.0 247 △19.4 124 △21.9 11.81

通期 15,000 △8.7 515 3.5 505 4.7 236 237.4 22.12



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。 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 10,494,000株 21年3月期  10,494,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  139株 21年3月期  139株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,493,861株 21年3月期第1四半期 10,470,937株



当第1四半期における経済状況は、各国協調による金融安定化策や景気浮揚策等により、 悪期を脱し
つつある状況ではありますが、景気低迷の長期化による企業の設備投資縮小や雇用縮小、生活防衛意識の
高まりによる個人消費の低迷等、依然厳しい状況のまま推移いたしました。  
 このような経済環境の中、当社が営む移動体通信事業におきましては、国内の携帯電話契約件数が１億
件を超え成熟状態にある中で、通信事業者各社において通信料と携帯端末価格を分離させた販売形態とな
り、携帯端末の店頭販売価格が値上げされたことによる携帯端末価格の割高感、期間拘束型販売の進行に
より販売台数が前年同期を下回る結果となっております。  
 また、低廉な料金サービスの提供、音楽・映像等のコンテンツサービス提供等により、顧客獲得に向け
た事業者間の競争が一段と激化しております。  
 子会社が営む人材活用事業につきましては、景気低迷が長期化する中、自動車産業をはじめとする製造
業が厳しい状況であることから、東海地区を中心に展開している人材派遣にも大きく影響を及ぼしており
ます。また、ビルメンテナンスにつきましても、顧客企業の景気悪化からビル管理費の見直し要請による
単価の下落や同業他社との価格競争が厳しさを増しております。  
 このような市場環境の中、当社グループは引き続き既存顧客の確保を 重要課題とし、新規顧客の獲得
に向けた営業活動を行ってまいりました。  
この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,454,846千円（前年同期比15.2％減）とな

り、損益面につきましては、営業利益117,918千円（前年同期比23.8％減）、経常利益112,953千円（前年
同期比26.8％減）、四半期純利益53,695千円（前年同期比28.7％減）となりました。 
事業区分別の概況は、次の通りであります。 
①移動体通信事業 
移動体通信事業におきましては、既存店舗の統合移転を１店舗（auショップ御器所：名古屋市昭和区）

行いました。旧ａｕショップ桜山・ａｕショップ昭和高校前は共に駐車スペースが少なく、店舗面積も小
規模であったことから、敷地面積822㎡（248坪）、店舗床面積288.9㎡（87.4坪）、駐車場16台を確保し
た大型店舗を名古屋市営地下鉄御器所駅に隣接して平成21年6月にオープンさせております。 
 また、営業活動におきましては、折込広告、ＤＭ、Ｅメール、店頭案内等により新機種発売、各種サー
ビス案内等の情報を提供し、新規顧客の獲得、既存顧客の機種変更促進に注力致しました。しかしなが
ら、市場全体の低迷や販売方法の変更による買い替えサイクルの長期化、期間拘束型販売の進行等によ
り、新規販売台数、機種変更台数とも前年同期を下回りました。作業系手数料は契約変更手続き等により
若干持ち直しましたが、回線系手数料については販売台数の低迷により前年同期を下回りました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,960,054千円（前年同期比11.9％減）となりまし
た。 
 損益面におきましては、新規販売、機種変更とも台当たり販売単価が大幅に改善したことにより原価率
が低下しておりますが、売上の減少が大きく、スタッフ増強による人件費等の増加や折込広告等の販売促
進費も増加したことにより、営業利益は83,667千円（前年同期比28.2％減）となりました。 
②人材活用事業 
人材活用事業におきましては、人材派遣では子会社である株式会社クロップス・クルーの営業拠点であ

る東海地区が自動車産業を中心とする景気低迷が長期化しており、一般派遣、特定派遣、業務請負共に前
年同期比で減収となりました。 
 ビルメンテナンスでは、同業他社との競争激化により廉価傾向となっており、また既存顧客においては
値下げ要請が厳しい状況であることから、前年同期比で減収減益となりました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,532,271千円（前年同期比19.1％減）、営業利益は
32,301千円（前年同期比11.1％減）となりました。 

  

 ①財政状態の変動状況 
 当第１四半期末における総資産は、現金及び預金の増加86,096千円や建物および構築物の増加36,190千
円等があったものの、受取手形及び売掛金の回収による減少398,738千円や商品の減少61,086千円等があ
ったことにより、前連結会計年度末に比べ303,979千円減少し、6,326,739千円となりました。 
 負債につきましては、長期借入金の増加87,170千円等があったものの、支払手形及び買掛金の支払いに
よる減少175,490千円や短期借入金の減少150,000千円等により、前連結会計年度末に比べ369,480千円減
少し、3,768,558千円となりました。 
 純資産は、利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末に比べ65,500千円増加し、2,558,181千円と
なりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 ②キャッシュ・フローの状況 
 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ
86,096千円増加し、2,077,918千円となりました。 
当第１四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以下の通りでありま

す。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は232,574千円（前年同期比33.7％減）となりました。これは主に仕入債
務の減少175,490千円や法人税等の支払額60,354千円があったものの、売上債権の減少398,738千円や税金
等調整前四半期純利益107,384千円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72,451千円（前年同期比87.0％減）となりました。これは主に有形固定
資産取得による支出56,247千円があったこと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74,026千円（前年同期は384,142千円の獲得）となりました。これは主
に長期借入れによる収入200,000千円があったものの、短期借入金の純減少額150,000千円や長期借入金返
済による支出109,284千円があったことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当面、わが国経済の急速な好転は望めず、企業収益の悪化、個人消費の
落込み等厳しい状況が続くと予想されます。移動体通信事業におきましては、販売方法の変更による買換
えサイクルの長期化等の影響もあります。東海地区の人材派遣につきましては、自動車産業等の低迷から
厳しい状況が続くと予想されます。ビルメンテナンスにおきましても、値下げ要請による単価値下げや同
業他社との競争激化が続くと予想されます。 
 このような経営環境を鑑み、平成22年３月期の通期業績予想は変更しておりませんが、今後変更が必要
となった場合には、速やかに公表いたします。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・固定資産の減価償却の算定方法 
 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。 
・繰延税金資産の回収可能性の判断 
 前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、前連結会
計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によっております。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
・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 
 当第１四半期連結累計期間における税金費用については、当第１四半期連結累計期間を含む年度の
税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半
期純利益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて算出しております。なお、法人税等調整額につい
ては、法人税等に含めて表示しております。 

  

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(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)

(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
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,087,918 2,001,822

受取手形及び売掛金 1,190,488 1,589,227

商品 468,331 529,418

貯蔵品 6,005 4,197

繰延税金資産 97,486 97,486

その他 83,267 71,332

流動資産合計 3,933,499 4,293,485

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 736,274 700,083

土地 1,051,581 1,051,581

建設仮勘定 10,550 21,493

その他（純額） 92,276 92,056

有形固定資産合計 1,890,682 1,865,215

無形固定資産 43,510 44,229

投資その他の資産   

投資有価証券 163,115 123,935

繰延税金資産 50,498 51,097

差入保証金 176,342 182,779

その他 69,090 69,976

投資その他の資産合計 459,046 427,788

固定資産合計 2,393,240 2,337,233

資産合計 6,326,739 6,630,718

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 587,178 762,668

短期借入金 750,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 339,842 336,296

未払金 524,269 625,506

未払法人税等 54,420 63,824

賞与引当金 219,362 198,188

事業構造改善引当金 42,819 73,860

その他 244,138 252,370

流動負債合計 2,762,031 3,212,714

固定負債   

長期借入金 882,100 794,930

繰延税金負債 104 104

退職給付引当金 110,053 109,940

役員退職慰労引当金 14,270 20,350

固定負債合計 1,006,527 925,324

負債合計 3,768,558 4,138,038
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 243,117 243,117

資本剰余金 303,238 303,238

利益剰余金 1,851,619 1,813,665

自己株式 △44 △44

株主資本合計 2,397,931 2,359,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,793 △313

評価・換算差額等合計 24,793 △313

少数株主持分 135,456 133,016

純資産合計 2,558,181 2,492,680

負債純資産合計 6,326,739 6,630,718
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   (2)【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,073,216 3,454,846

売上原価 3,112,795 2,581,478

売上総利益 960,421 873,367

販売費及び一般管理費 805,584 755,448

営業利益 154,836 117,918

営業外収益   

受取利息 112 94

受取配当金 2,941 553

受取保険料 － 1,560

受取手数料 － 946

その他 1,140 622

営業外収益合計 4,194 3,777

営業外費用   

支払利息 4,527 5,440

ゴルフ会員権評価損 － 1,761

支払補償費 － 1,391

その他 121 148

営業外費用合計 4,648 8,742

経常利益 154,381 112,953

特別利益   

移転補償金 － 3,317

特別利益合計 － 3,317

特別損失   

固定資産除却損 10,194 8,886

特別損失合計 10,194 8,886

税金等調整前四半期純利益 144,187 107,384

法人税等 66,234 51,328

少数株主利益 2,628 2,361

四半期純利益 75,323 53,695
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 144,187 107,384

減価償却費 24,732 23,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,340 113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,005 △6,080

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,445 21,174

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,200 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △31,040

受取利息及び受取配当金 △3,053 △647

支払利息 4,527 5,440

固定資産除却損 7,894 8,557

売上債権の増減額（△は増加） 822,478 398,738

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,804 59,278

仕入債務の増減額（△は減少） △574,262 △175,490

その他 △55,865 △114,473

小計 547,023 296,607

利息及び配当金の受取額 2,948 553

利息の支払額 △4,400 △5,331

法人税等の還付額 － 1,100

法人税等の支払額 △194,667 △60,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 350,903 232,574

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 △562,206 △56,247

無形固定資産の取得による支出 △8,249 △693

投資有価証券の取得による支出 － △13,396

差入保証金の差入による支出 △80 △1,920

差入保証金の回収による収入 14,886 1,342

その他 △1,614 △1,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △557,264 △72,451

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） △450,000 △150,000

長期借入れによる収入 950,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △97,954 △109,284

配当金の支払額 △15,166 △14,742

少数株主への配当金の支払額 △2,737 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 384,142 △74,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 177,781 86,096

現金及び現金同等物の期首残高 1,019,887 1,991,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,197,668 2,077,918
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 該当事項はありません。 

   

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
  

（注）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 各事業の主なサービス 

     (1)移動体通信事業・・・携帯端末の販売及び附帯サービス全般 

     (2)人材活用事業・・・・労働派遣法に基づく一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務 

      請負、職業安定法に基づく有料職業紹介、ビルメンテナンス事業等 

    ３ 移動体通信事業における資産が、前連結会計年度末に比べ増加しております。 

      その概要は、次の通りであります。 

       ａｕショップ黒川 販売設備       64,076千円 

       ａｕショップ御器所（仮） 店舗用地  586,194千円 

   

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
（注）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 各事業の主なサービス  

     (1)移動体通信事業・・・携帯端末の販売及び附帯サービス全般  

     (2)人材活用事業・・・・労働派遣法に基づく一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務  

      請負、職業安定法に基づく有料職業紹介、ビルメンテナンス事業等  

   

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

移動体通信事業
(千円)

人材活用事業
(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

2,224,329 1,848,886 4,073,216 ― 4,073,216

  (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

― 44,948 44,948 （44,948） ―

計 2,224,329 1,893,834 4,118,164 （44,948） 4,073,216

 営業利益 116,566 36,320 152,886 1,950 154,836

移動体通信事業
(千円)

人材活用事業
(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

1,960,054 1,494,791 3,454,846 ― 3,454,846

   (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

― 37,480 37,480 （37,480） ―

計 1,960,054 1,532,271 3,492,326 （37,480） 3,454,846

  営業利益 83,667 32,301 115,968 1,950 117,918
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【所在地別セグメント情報】 

   前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

     本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

     海外売上高がないため、該当事項はありません。 

    

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

     海外売上高がないため、該当事項はありません。  

    

 該当事項はありません。 

   

  (7) 重要な後発事象 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間        
（自平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

（株式の取得による会社等の買収）           

 当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議におい
て、株式会社テンポリノベーションの株式を取得し、子会
社化することを決議いたしました。 
  
 １．株式取得の理由 
   当社グループで展開しているストックビジネスの事 
  業領域を強化できることや、飲食店出店支援サービス 
  業界で知名度の高い同社と事業を展開することで、さ 
  らなる企業価値の増大を図ることが可能となると判断 
  し、株式を取得するものであります。 
 ２．株式取得の相手会社の名称 
   株式会社ＳＢＲ 
 ３．買収した会社の名称、事業内容、規模 
   名  称：株式会社テンポリノベーション 
   事業内容：飲食店出店支援サービス事業・閉店支援 
        サービス事業 
   規  模：売上高    299百万円 
        営業利益    42百万円 
        経常利益    56百万円 
        当期純利益    26百万円 
        総資産   1,279百万円 
        純資産    470百万円 
   （平成21年３月期） 
    ※平成21年３月期は、決算期変更による３ヶ月決 
     算となっております。 
 ４．株式の取得時期 
   平成21年７月16日 
 ５．取得した株式数、取得価額及び取得後の持分比率 
   株式数  ： 200株 
   取得価額 ： 518百万円 
   持分比率 ： 100％ 
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