
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

(2) 連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

      

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月29日

上場会社名 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 上場取引所 ＪＱ 

コード番号 9658 ＵＲＬ  http://www.bbs.co.jp/ 

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）石川 俊彦 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名）疋田 知久 ＴＥＬ (03）5730－3655 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日     

配当支払開始予定日 －     

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・ 無       

  （百万円未満四捨五入）

(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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,147  1.1  △168  －  △163  －  △140  －

22年３月期第１四半期  3,113  △9.7  △297  －  △295  －  △213  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △15  96        －

22年３月期第１四半期  △24  36        －

  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 

23年３月期第１四半期  9,294  6,079  62.9  664  21

22年３月期  9,358  6,278  64.4  684  32

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,847百万円 22年３月期 6,024百万円 

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        5 00 －     3 00  8  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  4 00 －     4 00  8  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  6,400  0.3  △90  －  △85  －  △45  －  △5  11

通期  14,000  4.9  200  －  210  －  110  －  12  50

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無



４．その他（詳細は、【添付資料】P.１「１．その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係

る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業

績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、主として以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要

因はこれらに限定されるものではありません。 

(1) 当社グループの事業領域を取り巻く経済情勢 

(2) 当社グループが提供するサービスに対する需要動向 

  

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有・無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 9,046,000株 22年３月期 9,046,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 242,767株 22年３月期 242,648株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,803,307株 22年３月期１Ｑ 8,752,162株
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(1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。 

(2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これによる当第１四半期連結累計期間における損益に与える影響は軽微であります。 

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

３．税金費用の計算  

 税金費用については、従来、年度決算と同様の方法により計算をしておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より、当連結会計年度の税引前当期純利益（損失）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（損失）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。 

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表 
(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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,842,104 4,526,375

売掛金 1,833,576 2,406,548

仕掛品 265,588 81,356

その他 523,728 509,332

貸倒引当金 △170 △227

流動資産合計 7,464,826 7,523,384

固定資産   

有形固定資産 122,300 113,342

無形固定資産 220,360 233,454

投資その他の資産   

その他 1,493,444 1,494,992

貸倒引当金 △7,146 △6,979

投資その他の資産合計 1,486,298 1,488,013

固定資産合計 1,828,958 1,834,809

資産合計 9,293,784 9,358,193

負債の部   

流動負債   

買掛金 418,986 503,133

短期借入金 50,000 20,000

未払法人税等 21,414 35,280

賞与引当金 320,410 313,653

役員賞与引当金 6,875 2,500

その他の引当金 2,444 56,446

資産除去債務 23,282 －

その他 796,778 547,978

流動負債合計 1,640,189 1,478,990

固定負債   

退職給付引当金 1,441,002 1,429,219

役員退職慰労引当金 109,802 146,284

その他 23,846 25,882

固定負債合計 1,574,650 1,601,385

負債合計 3,214,839 3,080,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,233,490

資本剰余金 2,669,438 2,669,438

利益剰余金 1,086,338 1,253,239

自己株式 △116,533 △116,483

株主資本合計 5,872,733 6,039,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,554 △15,404

評価・換算差額等合計 △25,554 △15,404

少数株主持分 231,766 253,538

純資産合計 6,078,945 6,277,818

負債純資産合計 9,293,784 9,358,193
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(2) 四半期連結損益計算書 
  (第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,112,650 3,147,102

売上原価 2,747,649 2,731,105

売上総利益 365,001 415,997

販売費及び一般管理費 662,165 583,522

営業損失（△） △297,164 △167,525

営業外収益   

受取利息 2,198 1,086

受取配当金 2,457 2,440

その他 2,338 1,910

営業外収益合計 6,993 5,436

営業外費用   

支払利息 237 202

減価償却費 － 511

投資事業組合費用 2,308 －

支払手数料 399 －

事務所移転費用 1,411 －

その他 780 560

営業外費用合計 5,135 1,273

経常損失（△） △295,306 △163,362

特別利益   

貸倒引当金戻入額 948 87

株主優待引当金戻入額 － 736

移転補償金 3,000 －

その他 － 97

特別利益合計 3,948 920

特別損失   

固定資産除却損 1,211 －

投資有価証券評価損 － 3,117

事業構造改善費用 1,120 －

事業所移転損失 － 1,795

持分変動損失 － 1,924

その他 － 450

特別損失合計 2,331 7,286

税金等調整前四半期純損失（△） △293,689 △169,728

法人税、住民税及び事業税 4,391 －

法人税等調整額 △78,929 －

法人税等 － △34,562

法人税等合計 △74,538 △34,562

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △135,166

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,906 5,325

四半期純損失（△） △213,245 △140,491
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

(3)継続企業の前提に関する注記

(4)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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