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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4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10月期第2四半期 1,716 △14.5 66 △9.3 58 ― 53 ―

21年10月期第2四半期 2,007 ― 73 ― △81 ― △129 ―

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10月期第2四半期 2,013.18 ―

21年10月期第2四半期 △4,729.83 ―

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10月期第2四半期 3,737 1,045 28.0 40,543.34
21年10月期 3,737 1,036 27.7 38,703.36

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  1,045百万円 21年10月期  1,036百万円

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10月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
22年10月期 ― 0.00

22年10月期 
（予想）

― 600.00 600.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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  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 3,500 △10.2 200 212.5 220 ― 105 ― 3,922.74
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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、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。 

(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 

予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等は、 
状況の変化などにより、予想とは異なる場合があることをご承知おきください。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表 
等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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10月期第2四半期 28,903株 21年10月期  28,903株

② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  3,117株 21年10月期  2,136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第2四半期 26,092株 21年10月期第2四半期 27,198株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年４月30日）におけるわが国経済は、中国を中

心とした新興国向け輸出の好調を背景に、特に製造業等において業績回復の兆しが見られ、景気の持ち直

し基調が継続しておりますが、不安定な為替動向やデフレ懸念等により景気全般としては本格的な自律回

復にはいたっておらず、先行き不透明な状況が継続しております。 

会計ソフトウェア業界におきましては、ＩＦＲＳ導入を見据え、情報化投資の必要性の認識は高まるも

のの、企業の全般的な設備投資抑制の中、システム投資においても先送りや縮小傾向等、慎重化姿勢が継

続しております。 

健康・生活関連事業におきましても、雇用、所得環境は依然として回復するにいたらず消費マインドが

低下する中、加えてデフレ圧力等により厳しい状況が継続しております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、新しい会計基準に準拠した会計パッケージの販売

や会計コンサルティングを行う会計関連事業を中核としつつ、シナジー効果の期待できる人事・総務関連

事業も行うことで、グループとして企業管理部門に対する総合的なサービスを提供するほか、今後市場の

成長が期待される健康・生活関連事業にも展開しております。 

会計関連事業におきましては、主力製品である連結会計パッケージ「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を引き続

き営業展開しました。また、金融商品の時価開示に対応した新製品「ＡＰＥＸ」を地方銀行等を中心とし

た金融機関に向け積極的に提案いたしました。 

人事・総務関連事業におきましては、経理や金融部門の人材紹介及び福利厚生施設の施工や管理サービ

スを中心に拡大を図りました。外資系金融機関に関しては、折からの金融混乱による採用抑制が一服し、

一部採用を再開する動きが見られたほか、福利厚生施設への投資案件についても安定的に推移いたしまし

た。 

健康・生活関連事業におきましては、主力製品である「ひだまり」健康肌着の販売に注力するほか、婦

人向け衣料に関してもオリジナル商品の開発・販売を積極的に展開いたしました。さらにバッグや化粧品

を始めとした婦人層向け通信販売を開始し、同事業として、製造から卸、小売までのルートを確立してお

ります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,716百万円（前年同四半期比14.5%減）、営

業利益66百万円（前年同四半期比9.3％減）、経常利益は58百万円（前年同四半期は経常損失81百万

円）、四半期純利益は53百万円（前年同四半期は四半期純損失129百万円）となりました。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

a) 会計関連事業  

会計関連事業におきましては、決算開示の早期化や連結経営管理のニーズに対応すべく、主力製品であ

る連結会計パッケージソフト「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を積極的に営業展開しました。 

また、金融商品の時価開示に対応した新製品「ＡＰＥＸ」を地方銀行等を中心とした金融機関に向け積

極的に提案いたしました。  

その結果、会計関連事業の売上高は179百万円（前年同四半期比29.9％減）、営業利益は56百万円（前

年同四半期比34.6％減）となりました。  

  

b) 人事・総務関連事業  

人事・総務関連事業における人事部門につきましては、会計関連事業とのシナジー効果を期待し、経理

部門や金融部門の人材紹介を中心に事業拡大を図りました。総務部門につきましては、学校法人の体育施

設や大企業の福利厚生施設の施工・管理のサービスを行っております。 

その結果、人事・総務関連事業の売上高は349百万円（前年同四半期比24.1％増）、営業利益は17百万

円（前年同四半期は営業損失２百万円）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
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c) 健康・生活関連事業 

健康・生活関連事業では、「ひだまり」ブランドを始めとした健康肌着、サポーター等の製造、販売の

ほか、婦人層向け衣料の卸、婦人層向け通信販売を行っております。健康・生活関連事業の売上高は

1,208百万円（前年同四半期比9.3％減）、営業利益は55百万円（前年同四半期比38.9％減）となりまし

た。  

なお、当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメントの売上高の金額には、セグメント間の内部

売上高または振替高を含んでおります。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から微減の3,737百万円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入

金の減少や長期借入金の返済による支出等により資金が流出したものの、長期借入れによる収入等により

資金を取得した結果、前連結会計年度末に比べ161百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には1,122

百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、149百万円となりました。その主

な内訳は、収入要因として、税金等調整前四半期純利益47百万円、売上債権の減少額127百万円、たな卸

資産の減少額71百万円、支出要因として、仕入債務の減少額118百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、24百万円となりました。その主な

内訳は、支出要因として、投資有価証券の取得による支出123百万円、無形固定資産の取得による支出31

百万円、収入要因として、投資有価証券の売却による収入111百万円、関係会社株式の売却による収入14

百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は、40百万円となりました。その主な

内訳は、収入要因として、長期借入れによる収入420百万円、支出要因として、短期借入金の純減少額141

百万円、長期借入金の返済による支出161百万円であります。 

  

  

通期における連結業績に関しましては、企業の情報投資意欲の慎重化、個人消費の低迷、不安定な為替

動向等、当社グループを取り巻く環境は依然厳しいことが予想されますが、今後さらに各事業における施

策を徹底して実施することを考慮し、平成21年12月４日に公表いたしました業績見通しは変更しないもの

といたします。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 ・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場合は、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。 

 ・棚卸資産の評価方法 

一部の子会社においては、当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、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、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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。 

 ・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。 

 ・法人税額並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

れる会社については、前連結会計年度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

を利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた会社については、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっ

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 

 ・税金費用の計算 

当連結会計年度の税引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

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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22年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,127,153 966,401

受取手形及び売掛金 454,038 581,466

商品及び製品 352,429 445,433

仕掛品 37,067 32,086

原材料及び貯蔵品 43,616 26,130

その他 161,718 166,911

貸倒引当金 △643 △2,203

流動資産合計 2,175,380 2,216,224

固定資産   

有形固定資産   

土地 394,731 316,392

その他（純額） 156,976 137,457

有形固定資産合計 551,708 453,849

無形固定資産   

のれん 65,596 76,853

その他 105,400 96,713

無形固定資産合計 170,997 173,567

投資その他の資産   

投資有価証券 282,316 255,080

投資不動産（純額） 331,005 448,627

その他 225,168 189,450

投資その他の資産合計 838,489 893,157

固定資産合計 1,561,195 1,520,574

資産合計 3,736,575 3,736,799

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 250,723 368,936

短期借入金 929,232 1,063,599

未払法人税等 41,836 1,937

賞与引当金 10,926 11,584

その他 446,660 457,943

流動負債合計 1,679,379 1,904,001

固定負債   

社債 140,000 170,000

長期借入金 750,305 498,355

退職給付引当金 76,651 73,491

役員退職慰労引当金 25,000 25,000

その他 19,788 29,978

固定負債合計 1,011,745 796,824

負債合計 2,691,124 2,700,826
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４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10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 586,085 586,085

資本剰余金 524,684 524,684

利益剰余金 94,017 57,549

自己株式 △158,261 △130,875

株主資本合計 1,046,525 1,037,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,074 △1,471

評価・換算差額等合計 △1,074 △1,471

純資産合計 1,045,450 1,035,972

負債純資産合計 3,736,575 3,736,799
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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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 2,007,371 1,715,747

売上原価 1,201,420 1,090,893

売上総利益 805,950 624,854

販売費及び一般管理費 732,819 558,526

営業利益 73,131 66,327

営業外収益   

投資不動産賃貸料 10,947 11,171

投資有価証券売却益 6,152 6,410

負ののれん償却額 4,198 4,198

持分法による投資利益 1,518 15,822

デリバティブ評価益 － 18,597

その他 8,545 4,046

営業外収益合計 31,362 60,246

営業外費用   

支払利息 15,251 13,595

為替差損 － 44,910

デリバティブ評価損 127,469 －

不動産賃貸原価 5,070 3,500

その他 37,246 6,733

営業外費用合計 185,038 68,740

経常利益又は経常損失（△） △80,545 57,834

特別利益   

関係会社株式売却益 － 120

特別利益合計 － 120

特別損失   

固定資産除却損 39,565 －

減損損失 － 11,254

その他 1,362 －

特別損失合計 40,927 11,254

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△121,472 46,699

法人税等 △384 △5,828

少数株主利益 7,553 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128,641 52,527
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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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△121,472 46,699

減価償却費 24,112 14,375

ソフトウエア償却費 16,542 19,540

減損損失 － 11,254

のれん及び負ののれん償却額 18,879 11,256

貸倒引当金の増減額（△は減少） △992 △1,560

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,880 △657

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,063 3,159

受取利息及び受取配当金 △868 △291

支払利息 15,251 13,595

為替差損益（△は益） 9,552 4,213

持分法による投資損益（△は益） △1,518 △15,822

投資有価証券売却損益（△は益） △5,700 △6,398

デリバティブ評価損益（△は益） 127,469 △18,597

関係会社株式売却損益（△は益） － △120

固定資産除却損 39,565 －

売上債権の増減額（△は増加） △10,860 127,427

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,896 70,536

仕入債務の増減額（△は減少） 11,124 △118,212

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,140 1,012

その他 △28,814 △16,973

小計 171,364 144,436

利息及び配当金の受取額 725 183

利息の支払額 △13,537 △14,370

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △30,489 19,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,062 149,348

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 △2,524 △3,802

無形固定資産の取得による支出 △25,556 △31,415

投資有価証券の取得による支出 △86,871 △123,417

投資有価証券の売却による収入 79,149 111,245

関係会社株式の売却による収入 － 14,000

その他 9,914 9,413

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,888 △23,976
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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11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

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） △238,600 △140,830

長期借入れによる収入 230,000 419,900

長期借入金の返済による支出 △106,734 △161,487

社債の発行による収入 97,740 －

社債の償還による支出 △20,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △11,830 △27,662

配当金の支払額 △32,638 △15,943

少数株主への配当金の支払額 △10,828 －

その他 △3,952 △4,382

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,843 39,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,552 △4,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,222 160,752

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,809 961,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,083,587 1,122,103
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

 
  
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な製品・サービス 

    ① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

    ② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

    ③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連器材 

    ④ 健康・生活関連事業・・・健康肌着の製造・販売、婦人服の輸入・卸、通信販売 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30日) 

 
  
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各区分の主な製品・サービス 

    ① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

    ② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

    ③ 健康・生活関連事業・・・健康肌着の製造・販売、婦人服の輸入・卸、 

                  バッグ・化粧品等の通信販売 

  （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間よりマーチャンダイズ事業をセグメントから除いております。これは、前連結会

計年度において、パウパウアクアガーデン銀座店の事業譲渡をしたことに伴い、同事業を廃止したことによ

るものであります。 

(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】

会計関連 

事業 

（千円）

人事・総務 

関連事業 

（千円）

マーチャン 

ダイズ事業 

（千円）

健康・生活 

関連事業 

（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 243,488 270,308 162,114 1,331,460 2,007,371 ― 2,007,371

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 12,420 11,293 1,170 ― 24,884 (24,884) ―

計 255,908 281,601 163,285 1,331,460 2,032,255 (24,884) 2,007,371

営業利益又は 

営業損失（△）
84,965 △2,032 △37,931 90,117 135,119 (61,988) 73,131

会計関連 

事業 

（千円）

人事・総務 

関連事業 

（千円）

健康・生活 

関連事業 

（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 163,021 344,523 1,208,202 1,715,747 ― 1,715,747

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 16,445 4,905 ― 21,350 (21,350) ―

計 179,466 349,428 1,208,202 1,737,097 (21,350) 1,715,747

営業利益 55,581 16,880 55,018 127,480 (61,153) 66,327

株式会社ビジネストラスト（4289）　平成22年10月期　第2四半期決算短信 

11



前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日) 

      海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の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21年11月１日 至 平成22年４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。 

  

  

【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
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