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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 4,214 ― △431 ― △431 ― △462 ―
20年9月期第3四半期 4,893 11.7 △193 ― △187 ― △330 ―

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3四半期 △3,326.18 ―
20年9月期第3四半期 △3,732.57 ―

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3四半期 2,740 2,359 85.2 15,713.05
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3四半期  2,334百万円 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  有   

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 5,500 ― △600 ― △600 ― △600 ― △4,039.23
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 139,092株 20年9月期第3四半期 88,550株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年６月30日)におけるわが国経済は、世界的

な金融危機に端を発した金融不安に底入れ感が出ていると報道されているものの、国内経済においては

企業収益の大幅な減収等悪化が続き、依然として先行きの不透明感が拭えずにおります。また雇用環境

や所得環境は更に厳しさを増し、景気回復の兆しが見えない状況が継続しております。  

  当社グループの主力事業が属する人材派遣業界においても、景況感の悪化による雇用の過剰感を背景

に、有効求人倍率が低下し続ける等厳しさが増しております。また当社グループへの影響が大きい日雇

い派遣の原則禁止等、労働者派遣法の改正に関する議論については、不安定な政局により、不透明感が

増しております。このような状況の中、当社は引続き集中と選択によるコストの合理化を推進して参り

ました。具体的には、これまで業態業種別だったグループ子会社の再編や拠点の統廃合等を実施し、急

激な環境変化に対応できる体制の構築と適正な人員の再配置に取組んで参りました。  

  ヒューマンリソーシズ事業に属する従来の人材派遣事業においては、企業収益の悪化や雇用の過剰感

を背景に稼働率が未だ回復しないものの、拠点の統廃合や人員の再配置を実施し、グループ全体での効

率化に努めました。また採用代行サービス、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、人件費や募集費用の抑制などグループ全体でコスト削

減を推進して参りました。  

  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。  

 その他事業においては、㈱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

より商号並びに組織変更）において取組みを開始した就職サイト「PROSEEK」が稼動し、既存事業と併

せて、人材サービス事業の営業ルートを活用した営業機会の拡大を図りました。  

 こうした取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は、4,214百万円（前年同

期比13.9％減、678百万円の減少）となりました。売上総利益は、969百万円（同20.6％減、251百万円

の減少）となり、販売費及び一般管理費は、1,400百万円（同0.9％減、13百万円の減少）、営業損失

431百万円、経常損失431百万円、当第３四半期純損失462百万円となりました。 

 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1,997百万円（47.4％）、セールスアウトソーシング事業が2,128百万

円（50.5％）、ＩＴセキュリティ事業が21百万円（0.5％）、その他の事業が66百万円（1.6％）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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前第３四半期連結 前第３四半期連結

(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６月30日)  至 平成21年６月30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

2,349 48.0 1,997 47.4 △352 △15.0

セールス 
アウトソーシング事業

2,520 51.5 2,128 50.5 △391 △15.5

ヒューマンリソーシズ事業 4,870 99.5 4,126 97.9 △743 △15.3

ITセキュリティ事業 23 0.5 21 0.5 △1 △7.5

その他の事業 － － 66 1.6 66 ―

合計 4,893 100.0 4,214 100.0 △678 △13.9
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(１) 資産、負債、及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より752百万円減少し2,740百万円となっ

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564百万円減少し2,291百万円となりました。これは、

現金預金が366百万円増加したものの、証券会社に対する預け金が344百万円減少し、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188百万円減少し448百万円となりました。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６百万円及びソフトウェアの取得による増

加９百万円、ソフトウェア仮勘定の増加９百万円により無形固定資産が25百万円増加したものの、投資

有価証券が売却や減損処理等により58百万円減少したことなどにより、投資その他の資産が211百万円

減少したことが主な要因であります。 

 負債合計は626百万円減少し380百万円となりました。これは、前連結会計年度において約定した有価

証券の取引について、当第３四半期連結累計期間において受渡日が到来したこと等により未払金が571

百万円減少したことなどから、流動負債が629百万円減少し376百万円となったことが主な要因でありま

す。 

 純資産合計は126百万円減少し2,359百万円となりました。当第３四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３四半期純損失462

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△1,579百万円となりまし

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15.8ポイント増加し85.2％となっております。 

(２) 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）の残高は、前連結

会計年度末に対して179百万円減少し、1,405百万円となりました。これは営業活動により210百万円、

投資活動により328百万円使用し、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210百万円となりました。増加要因として、投資有価証券売却損等の

損益項目、および未払消費税の増加額58百万円、売上債権の減少額122百万円等があったものの、減少

要因として、税金等調整前四半期純損失455百万円、新株予約権戻入益、関係会社株式売却益等の損益

項目、および仕入債務の減少額137百万円、賞与引当金の減少額38百万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328百万円となりました。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の取引について、当第３四半

期連結累計期間において受渡日が到来したこと等により、有価証券の取得449百万円、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３四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△539百万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日発表の平成21年９月期の連結業績予想に対し、当第３四半期連結累計期間（平成20

年10月１日～平成21年６月30日）においては、企業収益の悪化や雇用の過剰感を背景に人材派遣の稼動

率が未だ回復しないことから、今期の人材需要についても見通しがつかず、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議論も不安定な政局により、不透明感が否定できず、予断を許さない

状況が続くものと考えられます。 

 以上の経営環境から売上高は当初予想を下回る見通しとなり、平成20年11月19日発表の連結業績予想

を、連結売上高5,500百万円、連結営業利益△600百万円、連結経常利益△600百万円、連結当期純利益

△600百万円にそれぞれ修正致しました。 

 なお、当社の株式は、大阪証券取引所（ヘラクレス市場）の平成21年１月19日の株式市場終了をもっ

て、浮動株時価総額が30営業日連続して基準額未満となり、大阪証券取引所の「監理銘柄及び整理銘柄

に関する規則」第７条第１号の２a(c)に該当し、平成21年１月20日から監理銘柄（確認中）に指定さ

れ、その後６ヶ月の間に、５営業日連続して浮動株時価総額が３億円以上とならなかったため、平成21 

年７月18 日付をもって当社株式は整理銘柄に指定され、平成21年８月18日付で上場廃止となる予定で

あります。  

(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。 

なお特定子会社以外の異動につきましては、㈱オープンループリソーシズは当第３四半期連結

累計期間において、当社保有株式を全株売却したことにより、連結子会社から外れております。

(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。 

(４) 期中における親会社の異動 

平成21年４月８日に株式会社エスケイ・キャピタル（以下、「SKC 社」といいます。）は、当

社の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を行う旨を公告し、

本公開買付けは、平成21年４月８日から平成21年５月28日まで実施され、平成21年６月３日（本

公開買付けの決済開始日）付で当社株式37,369 株（議決権数37,369 個）を取得し、SKC 社の所

有する当社株式は97,369株（総株主等の議決権数に対する割合は65.55％）となり、当社の親会社

（財務諸表等規則第８条第３項に規定する親会社）に該当する筆頭株主となっております。  

(５) 整理銘柄への指定について 

上記「３．連結業績予想に関する定性的情報」に記載のとおり、当社株式は、大阪証券取引所

（ヘラクレス市場）の浮動株時価総額基準に抵触し、平成21 年７月18 日付をもって整理銘柄に

指定され、平成21年８月18日付で上場廃止となる予定であります。  

 なお、今後の予定につきましては、平成21年７月14日付開示資料「定款の一部変更および全部

取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、平成21年８月11日

開催の臨時株主総会および普通株式の株主による種類株主総会の決議に基づく手続を進めて参る

予定であります。  

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３四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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,541,972 1,175,807 

受取手形及び売掛金 566,694 691,835 

有価証券 131,063 580,647 

営業投資有価証券 2,973 2,296 

たな卸資産 16,517 2,427 

預け金 3,903 348,885 

その他 73,740 104,256 

貸倒引当金 △45,786 △50,445 

流動資産合計 2,291,079 2,855,710 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,565 7,501 

車両運搬具（純額） 2,306 491 

工具、器具及び備品（純額） 11,444 13,566 

有形固定資産合計 20,316 21,559 

無形固定資産   

のれん 7,318 336 

ソフトウエア 9,045 － 

その他 9,170 0 

無形固定資産合計 25,534 336 

投資その他の資産   

投資有価証券 282,147 340,633 

長期貸付金 15,000 15,000 

破産更生債権等 35,941 1,681,353 

その他 120,959 134,662 

貸倒引当金 △50,941 △1,556,582 

投資その他の資産 403,106 615,067 

固定資産合計 448,957 636,964 

資産合計 2,740,037 3,492,674 
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（単位：千円）

当第３四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20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,959 143,371 

未払金 47,021 618,622 

未払法人税等 7,592 9,048 

賞与引当金 8,315 46,512 

安全協力費返還引当金 23,373 23,596 

その他 284,176 164,570 

流動負債合計 376,438 1,005,721 

固定負債   

繰延税金負債 3,918 605 

その他 184 779 

固定負債合計 4,103 1,385 

負債合計 380,541 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 △1,579,914 △1,117,267 

自己株式 △360,174 △360,149 

株主資本合計 2,335,113 2,461,786 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,050 △38,798 

評価・換算差額等合計 △1,050 △38,798 

新株予約権 25,432 27,891 

少数株主持分 － 34,689 

純資産合計 2,359,495 2,485,567 

負債純資産合計 2,740,037 3,492,674 
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,214,391

売上原価 3,245,118

売上総利益 969,272

販売費及び一般管理費 1,400,529

営業損失（△） △431,256

営業外収益  

受取利息 2,473

受取配当金 520

受取手数料 1,213

その他 289

営業外収益合計 4,495

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 509

営業外費用合計 4,926

経常損失（△） △431,687

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,985

投資有価証券売却益 9,031

関係会社株式売却益 13,385

固定資産売却益 6,900

新株予約権戻入益 27,891

特別利益合計 71,193

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

固定資産除却損 2,497

固定資産売却損 224

事務所移転費用 5,579

減損損失 6,506

特別損失合計 95,265

税金等調整前四半期純損失（△） △455,759

法人税、住民税及び事業税 6,888

四半期純損失（△） △462,647
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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10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損失（△） △455,759

減価償却費 10,931

のれん償却額 1,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,510,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,197

安全協力費返還引当金の増減額(△は減少) △222

受取利息及び受取配当金 △2,993

株式交付費 1,463

固定資産売却損益（△は益） △6,675

固定資産除却損 2,497

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） 45,640

関係会社株式売却損益（△は益） △13,385

投資事業組合運用損益（△は益） 2,953

減損損失 6,506

移転費用 5,579

新株予約権戻入益 △27,891

売上債権の増減額（△は増加） 122,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,110

前払費用の増減額（△は増加） 17,732

仕入債務の増減額（△は減少） △137,412

未払消費税等の増減額（△は減少） 58,871

未払金の増減額（△は減少） △22,229

未払費用の増減額（△は減少） 15,469

その他 1,708,599

小計 △204,390

利息及び配当金の受取額 2,993

法人税等の支払額 △8,996

営業活動によるキャッシュ・フロー △210,393
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △449,319

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 15,841

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

13,835

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 △17,809

有形固定資産の売却による収入 6,675

無形固定資産の取得による支出 △19,420

敷金の差入による支出 △6,096

敷金及び保証金の回収による収入 19,704

その他 422

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,901

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） △179,351

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 1,405,783
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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３四半期連結累計期間においても、営業損失431,256千円、経常損失

431,687千円、四半期純損失462,647千円を計上しております。以上を鑑み、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。  

 このような状況下、当社は引続き集中と選択によるコストの合理化を推進し、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、景況感の悪化による雇用の過剰感

を背景に、有効求人倍率が低下し続けるなど厳しさが増しております。また、当社グループへの影響が

大きい日雇い派遣の原則禁止等、労働者派遣法の改正に関する議論については、不安定な政局により、

不透明感が増しております。  

 当該状況に対応すべく、引続き、グループ全体での業務の効率化に努め、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営業活動を展開し、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が、当

社グループの利益計画及び収支計画の達成見込みについては現在の景気状況の先行きが不透明であり、

また事業の再建策は実施途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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。 

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。 

 

(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

1,997,675 2,128,998 21,292 66,424 4,214,391 ― 4,214,391

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,997,675 2,128,998 21,292 66,424 4,214,391 ― 4,214,391

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△12,425 26,897 △8,738 △2,432 3,301 △434,557 △431,256
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(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）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434,557千円であり、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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

当第３四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。 

  

(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。 

  

  【所在地別セグメント情報】

  【海外売上高】

(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３四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 ― ― △462,647 ― △462,647

 自己株式の取得（注２） ― ― ― △25 △25

当第３四半期連結会計期間末
までの変動額合計

168,000 168,000 △462,647 △25 △126,672

平成21年６月30日残高 1,218,115 3,057,088 △1,579,914 △360,174 2,335,113
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1)(要約)四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期

(自 平成19年10月１日
至 平成20年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,893,124

Ⅱ 売上原価 3,672,735

   売上総利益 1,220,389

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,413,938

   営業損失 193,549

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 2,988

 ２．受取配当金 451

 ３．受取手数料 1,266

 ４．投資事業組合 
   投資利益

2,985

 ５．その他 1,027 8,719

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 78

 ２．株式交付費 1,575

 ３．その他 550 2,203

   経常損失 187,034

Ⅵ 特別利益

 １．新株予約権戻入益 3,785

 ２．関係会社株式売却益 15,819 19,604

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 
   第３四半期純損失

327,470

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,873

   少数株主損失 3,823

    第３四半期純損失 330,520
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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

(自 平成19年10月１日
至 平成20年６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

  税金等調整前四半期 
  純損失(△)

△327,470

  減価償却費 16,936

  のれん償却額 4,676

  貸倒引当金の増加額 16,271

  賞与引当金の減少額 △28,169

  安全協力費返還引当金の  
  増減額

△93,945

  受取利息及び受取配当金 △3,440

  支払利息 78

  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 △6,941

  たな卸資産の増減額 △751

  仕入債務の減少額 △179

  その他 △76,125

小計 △356,251

   利息及び配当金の受取額 3,374

  利息の支払額 △121

  法人税等の支払額 △10,444

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△363,443
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前年同四半期

(自 平成19年10月１日
至 平成20年６月30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 △61,107

  定期預金の払戻による収入 10,045

  関係会社株式の取得 
  による支出 

△5

  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

  投資有価証券の 
  売却・償還による収入

839

  貸付による支出 △31,467

  貸付金の回収による収入 42,819

  有形固定資産の取得 
  による支出

△27,411

  無形固定資産の取得 
  による支出

△32,489

  敷金・保証金の増加 △5,559

  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

△87,463

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 △60,000

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△60,000

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の減少額

△510,906

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 
  の期末残高

1,703,681
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