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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,536 △44.6 △486 ― △460 ― △872 ―

21年3月期第2四半期 10,002 ― △11 ― 53 ― △1,476 ―

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2四半期 △1,692.35 ―

21年3月期第2四半期 △2,865.37 ―

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2四半期 6,785 2,732 40.3 5,302.05
21年3月期 12,280 3,594 29.0 6,911.09

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,732百万円 21年3月期  3,562百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 10,057 △45.4 △486 ― △470 ― △1,667 ― △3,234.77
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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）  有  

〔(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。〕 

(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.その他をご覧下さい。〕 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。〕 

(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 

上記の業績予想につきましては、本資料発表時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業
績予想は予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社テレウェイヴリンクス ）

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） 22年3月期第2四半期 516,154株 21年3月期  516,154株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  748株 21年3月期  748株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 515,406株 21年3月期第2四半期 515,388株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国など世界経済が持ち直しに転じていることを
受け、輸出は増加が続き、在庫調整の進展や経済対策の効果から生産量の増加により、製造業を中心とし
た景況感の回復が見られるものの、非製造業については、設備投資の抑制や個人消費などの内需低迷を反
映し、景況感の改善は小幅に留まりました。 
 当社の顧客層である小企業におきましては、輸出・生産の回復の影響を受けにくいことから、引き続き
厳しい状況が続いております。 
 このような状況の下、当社グループにおきましては、事業の柱であるＩＴパッケージ販売に経営リソー
スを集中させることによる「本業回帰」をテーマに掲げ、周辺事業の縮小、グループ再編及び組織規模の
最適化、財務基盤の強化、内部統制の再構築に引き続き取り組んでまいりました。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、グループ再編の推進による連結子
会社の売却に伴い、売却対象となった連結子会社分の売上が減少したこと、当社の主力事業であるＩＴパ
ッケージ事業において、景況感の悪化に伴い受注が伸び悩んだこと、周辺事業の縮小を進めたことなどに
より、5,536百万円（前年同期比44.6%減）となりました。 
 利益面につきましては、グループ再編に伴って売却された連結子会社分の経費の減少、組織規模の最適
化による人件費の減少、本社オフィスや支店の移転による地代家賃の削減、全社的なローコストオペレー
ションの実施によるコスト抑制等により、販売管理費が4,181百万円（前年同期比38.0%減）に減少したも
のの、売上減少分を補うことはできなかったため、営業損失は486百万円（前年同期は営業損失11百万
円）、経常損失は460百万円（前年同期は経常利益53百万円）、四半期純損失は872百万円（前年同期は四
半期純損失1,476百万円）となりました。 
  
サービス別の概況は下記のとおりです。 

  
・ＩＴパッケージ 
ＩＴパッケージ事業につきましては、景況感の悪化に伴い、当社のターゲット顧客である小企業の需

要が落ち込んだことにより、新規受注件数が伸び悩んだ影響で、売上高は3,078百万円（前年同期比
36.1％減）となりました。 
・経営支援サービス 
経営支援サービス事業につきましては、周辺事業の縮小及びグループ再編の推進に伴い、連結子会社

売却等による開業支援サービスの縮小、金融支援サービスの清算等の影響で、売上高は1,938百万円
（前年同期比48.6％減）となりました。 
・その他 
その他事業につきましては、周辺事業の縮小及びグループ再編の推進に伴い、前第２四半期連結会計

期間末以降、飲食店ＦＣ事業を行う株式会社キュアリアスをはじめとする連結子会社４社の売却を実施
した影響で、売上高は519百万円（前年同期比63.2％減）となりました。 

  

  ①財政状態 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて40.5％減少し、3,364百万円となりました。これは主に現
金及び預金が1,359百万円、売上高減少に伴い受取手形及び売掛金が281百万円減少したことによるも
のであります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて48.4％減少し、3,420百万円となりました。これは主に、
当第２四半期連結会計期間において株式会社テンポリノベーションを連結範囲から除外したこと等に
より、賃貸用店舗資産1,011百万円及び貸与資産601百万円が減少し、保有株式の売却により投資有価
証券が735百万円、本社移転等により敷金及び保証金が452百万円減少したことによるものでありま
す。 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて51.3％減少し、3,636百万円となりました。これは主に、

借入金の返済により短期借入金2,482百万円及び１年内返済予定の長期借入金106百万円、本社等の移
転により移転損失引当金が411百万円減少したことによるものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて65.9％減少し、415百万円となりました。これは主に、株
式会社テンポリノベーションを連結範囲から除外したこと等により、預り保証金等のその他固定負債
が656百万円減少したことによるものであります。 

【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）は、以下の各
キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末と比べて1,332百万円減少
して2,079百万円となりました。 

（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・フローは、142百万円の減少（前年同四半期は950百万円の減少）とな

りました。これは主に、賃貸用店舗資産の売却による収入432百万円があったものの、移転費用の支
払による移転損失引当金が411百万円、未払金の増減額が235百万円減少したこと等によるものであり
ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、得られた資金は1,397百万円（前年同四半期は196百万円の支出）となりました。

これは主に、投資有価証券の売却による収入768百万円、敷金及び保証金の回収による収入558百万円
等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2,586百万円（前年同四半期は255百万円の収入）となりました。

これは主に、短期借入れによる収入850百万円の一方で、短期借入金の返済による支出3,439百万円に
よるものであります。 

  

平成21年７月31日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。修正の内容につきまして
は、本日、別途公表をしております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

 前期末において当社の連結子会社であった株式会社テレウェイヴリンクスは、平成21年４月１日付
で当社が吸収合併いたしました。 

  ①棚卸資産の評価方法 
 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。 

  ②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。 

   「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針の適用」 
 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する
適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 
 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

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

(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
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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９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 2,159,479 3,519,107

受取手形及び売掛金 885,085 1,166,225

たな卸資産 52,522 92,188

その他 456,613 960,793

貸倒引当金 △189,053 △82,321

流動資産合計 3,364,647 5,655,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 138,064 154,232

減価償却累計額 △42,540 △77,939

建物及び構築物（純額） 95,523 76,292

車両運搬具 4,030 11,723

減価償却累計額 △3,259 △9,108

車両運搬具（純額） 771 2,615

工具、器具及び備品 650,458 692,114

減価償却累計額 △500,253 △512,413

工具、器具及び備品（純額） 150,205 179,701

建設仮勘定 － 3,692

貸与資産 233,749 1,075,579

減価償却累計額 △109,617 △350,336

貸与資産（純額） 124,132 725,242

有形固定資産合計 370,632 987,543

無形固定資産   

ソフトウエア 762,526 786,991

その他 4,788 5,901

無形固定資産合計 767,314 792,893

投資その他の資産   

投資有価証券 34,574 769,637

敷金及び保証金 750,813 1,203,150

賃貸用店舗資産 328,705 1,340,251

破産更正債権等 7,506,185 7,752,251

その他 479,007 552,204

貸倒引当金 △6,816,536 △6,773,219

投資その他の資産合計 2,282,750 4,844,275

固定資産合計 3,420,697 6,624,711

資産合計 6,785,344 12,280,705
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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９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,681 331,921

短期借入金 1,097,400 3,580,000

1年内返済予定の長期借入金 34,000 140,725

未払金 1,089,062 1,358,780

未払法人税等 29,234 68,452

賞与引当金 11,700 19,988

解約負担引当金 371,367 410,450

金融取引損失引当金 － 157,408

移転損失引当金 94,792 505,873

その他 711,590 895,261

流動負債合計 3,636,829 7,468,862

固定負債   

負ののれん － 144,981

その他 415,806 1,072,798

固定負債合計 415,806 1,217,779

負債合計 4,052,635 8,686,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,744,094 7,744,094

資本剰余金 7,841,656 7,841,656

利益剰余金 △12,777,263 △11,905,015

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 2,743,291 3,615,539

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,582 △53,520

評価・換算差額等合計 △10,582 △53,520

少数株主持分 － 32,044

純資産合計 2,732,709 3,594,063

負債純資産合計 6,785,344 12,280,705
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,002,574 5,536,620

売上原価 3,265,581 1,841,858

売上総利益 6,736,993 3,694,761

販売費及び一般管理費 6,748,443 4,181,132

営業損失（△） △11,449 △486,371

営業外収益   

受取利息 15,375 11,770

受取配当金 4,464 6,446

負ののれん償却額 20,090 9,061

持分法による投資利益 7,571 －

違約金収入 63,942 31,727

その他 42,942 27,290

営業外収益合計 154,385 86,296

営業外費用   

支払利息 15,448 52,822

投資事業組合損失 42,790 2,069

リース解約損 10,703 －

その他 20,400 5,205

営業外費用合計 89,342 60,098

経常利益又は経常損失（△） 53,593 △460,173

特別利益   

固定資産売却益 33,586 14,008

投資有価証券売却益 － 110,528

関係会社株式売却益 6,000 147,411

貸倒引当金戻入額 37,543 －

その他 － 36,699

特別利益合計 77,129 308,646

特別損失   

固定資産売却損 5,988 52,481

固定資産除却損 115,234 80,734

関係会社株式売却損 13,973 99,151

投資有価証券売却損 59,297 14,601

投資有価証券評価損 54,698 49,670

投資事業組合解約損 － 51,097

事業清算損 － 187,143

貸倒引当金繰入額 1,165,498 135,174

その他 80,262 32,849

特別損失合計 1,494,953 702,905

税金等調整前四半期純損失（△） △1,364,230 △854,431

法人税、住民税及び事業税 135,538 287

法人税等調整額 △31,141 17,636

法人税等合計 104,396 17,924

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8,152 △108

四半期純損失（△） △1,476,779 △872,248
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △1,364,230 △854,431

減価償却費 519,823 280,513

のれん償却額 151,713 －

負ののれん償却額 △20,090 △9,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,117,807 156,329

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,168 3,783

解約負担引当金の増減額（△は減少） △1,656 △39,083

移転損失引当金の増減額(△は減少） － △411,081

金融取引損失引当金の増減額（△は減少） － △157,408

受取利息及び受取配当金 △19,839 △18,216

支払利息 15,448 52,822

持分法による投資損益（△は益） △7,571 －

関係会社株式売却益 △6,000 △147,411

関係会社株式売却損 13,973 99,151

投資有価証券売却益 － △110,528

投資有価証券売却損 59,297 14,601

投資有価証券評価損 54,698 49,670

投資事業組合解約損 － 51,097

固定資産売却益 △33,586 △14,008

固定資産売却損 5,988 52,481

固定資産除却損 115,234 80,734

事業清算損 － 187,143

売上債権の増減額（△は増加） △160,205 188,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,976 28,529

営業立替金の増減額（△は増加) △959,676 －

貸与資産の取得による支出 △277,303 △9,416

賃貸用店舗資産の取得による支出 △246,058 △65,246

賃貸用店舗資産の売却による収入 － 432,934

仕入債務の増減額（△は減少） △80,755 △89,755

未払金の増減額（△は減少） 45,759 △235,103

未払費用の増減額（△は減少） △58,945 △49,162

その他 214,665 535,824

小計 △919,703 4,654

利息及び配当金の受取額 44,590 17,418

利息の支払額 △15,730 △51,671

事業清算損の支払額 － △176,542

法人税等の支払額 △59,803 △49,337

法人税等の還付額 － 113,005

営業活動によるキャッシュ・フロー △950,646 △142,471
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △62,665 △91,176

有形固定資産の売却による収入 97,634 15,007

無形固定資産の取得による支出 △240,933 △175,051

無形固定資産の売却による収入 59,438 5,864

投資有価証券の売却による収入 14,421 768,791

敷金及び保証金の差入による支出 △85,866 △187,693

敷金及び保証金の回収による収入 101,394 558,448

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△139,082 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △62,230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 323,951

関係会社株式の売却による収入 128,220 －

貸付けによる支出 △1,100 △2,500

貸付金の回収による収入 4,489 222,632

その他 △72,335 21,358

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,384 1,397,402

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,100,000 850,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △3,439,325

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △150,365 －

配当金の支払額 △119,282 △833

その他 △4,613 3,171

財務活動によるキャッシュ・フロー 255,738 △2,586,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △891,291 △1,332,056

現金及び現金同等物の期首残高 4,521,859 3,411,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,630,568 2,079,836

株式会社ＳＢＲ(2759)平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 9 - 



該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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