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1.  平成22年10月期第3四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年7月31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3四半期 2,287 △18.7 18 △54.4 37 ― 36 ―

21年10月期第3四半期 2,814 ― 40 ― △118 ― △161 ―

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3四半期 1,374.57 ―

21年10月期第3四半期 △5,932.64 ―

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3四半期 3,453 1,012 29.3 39,255.37
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3四半期  1,012百万円 21年10月期  1,036百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

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）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,000 △23.1 30 △53.1 5 ― 5 ― 193.90



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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等の変更」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表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は四半期決算短信(添付資料)3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3Q 28,903株 21年10月期  28,903株

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

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Q 25,989株 21年10月期3Q 27,114株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年７月31日）におけるわが国経済は、新興国を

中心とした外需を背景に製造業等において業績回復の兆しが見られましたが、国内消費や雇用等の内需は

依然回復には至らず、また、欧米経済の先行き不透明感から急激な円高や大幅な株安が進行しており、今

後は予断を許さない状況となっております。 

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は、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ましたが、全般的には本格的な回復には至っておりません。 

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行い、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３四半期連結累計期間における売上高は2,287百万円（前年同四半期比18.7%減）、営

業利益は18百万円（前年同四半期比54.4%減）、経常利益は37百万円（前年同四半期は経常損失118百万

円）、四半期純利益は36百万円（前年同四半期は四半期純損失161百万円）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262百万円（前年同四半期比29.1％減）、営業利益は86百万円（前

年同四半期比30.8％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

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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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446百万円（前年同四半期比12.5％増）、営業利益は12百万

円（前年同四半期は営業損失14百万円）となりました。 

  

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、婦人層向けにバッグや化粧品を始めとした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1,611百万円（前年同四半期比12.8％減）、営業利益は21百万円（前年同四

半期比70.3％減）となりました。  

なお、当第３四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３四半期連結会計期間末の総資産は3,453百万円となり、前連結会計年度末と比較し284百万円の減

少となりました。 

また、当第３四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、長期借入

れによる収入等により資金を取得したものの、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

資金が流出した結果、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には938百万

円となりました。 

なお、当第３四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３四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、138百万円となりました。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26百万円、売上債権の減少額327百万円、たな卸

資産の減少額41百万円、支出要因として、仕入債務の減少額233百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四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、147百万円となりました。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307百万円、無形固定資産の取得による支出

45百万円、収入要因として、投資有価証券の売却による収入183百万円、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３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、15百万円となりました。その主な

内訳は、支出要因として、短期借入金の純減少額245百万円、長期借入金の返済による支出208百万円、社

債の償還による支出58百万円、収入要因として、長期借入れによる収入545百万円であります。 

  

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、個人消費の低迷とデフレ化の継

続、急激な円高等、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。なお、平成22年9月3

日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で業績見通しを変更しております。 

(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３四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３四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。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年７月31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 942,652 966,401

受取手形及び売掛金 254,685 581,466

商品及び製品 404,886 445,433

仕掛品 25,822 32,086

原材料及び貯蔵品 31,928 26,130

その他 153,670 166,911

貸倒引当金 △887 △2,203

流動資産合計 1,812,759 2,216,224

固定資産   

有形固定資産   

土地 394,731 316,392

その他（純額） 151,282 137,457

有形固定資産合計 546,014 453,849

無形固定資産   

のれん 59,968 76,853

その他 106,917 96,713

無形固定資産合計 166,886 173,567

投資その他の資産   

投資有価証券 371,482 255,080

投資不動産（純額） 330,442 448,627

その他 224,995 189,450

投資その他の資産合計 926,920 893,157

固定資産合計 1,639,820 1,520,574

資産合計 3,452,580 3,736,799

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 136,041 368,936

短期借入金 870,842 1,063,599

未払法人税等 41,427 1,937

賞与引当金 8,273 11,584

その他 358,853 457,943

流動負債合計 1,415,437 1,904,001

固定負債   

社債 120,000 170,000

長期借入金 782,848 498,355

退職給付引当金 77,343 73,491

役員退職慰労引当金 25,000 25,000

その他 19,712 29,978

固定負債合計 1,024,903 796,824

負債合計 2,440,341 2,700,826
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年７月31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 77,213 57,549

自己株式 △158,261 △130,875

株主資本合計 1,029,721 1,037,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,482 △1,471

評価・換算差額等合計 △17,482 △1,471

純資産合計 1,012,238 1,035,972

負債純資産合計 3,452,580 3,736,799
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 2,813,994 2,287,019

売上原価 1,706,714 1,435,743

売上総利益 1,107,280 851,276

販売費及び一般管理費 1,067,006 832,920

営業利益 40,274 18,355

営業外収益   

投資不動産賃貸料 16,599 16,642

投資有価証券売却益 9,244 11,098

負ののれん償却額 6,297 6,297

持分法による投資利益 7,769 20,300

デリバティブ評価益 － 55,817

その他 8,001 5,038

営業外収益合計 47,911 115,195

営業外費用   

支払利息 22,507 21,122

為替差損 42,175 62,442

デリバティブ評価損 120,107 －

不動産賃貸原価 7,417 5,327

その他 14,318 7,531

営業外費用合計 206,527 96,424

経常利益又は経常損失（△） △118,340 37,126

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 39,707 －

減損損失 － 11,254

その他 1,381 －

特別損失合計 41,088 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（△）

△159,429 25,992

法人税等 △13,404 △9,731

少数株主利益 14,833 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △160,857 35,723
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31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（△）

△159,429 25,992

減価償却費 34,033 22,448

ソフトウエア償却費 23,857 30,172

減損損失 － 11,254

のれん及び負ののれん償却額 28,318 16,885

貸倒引当金の増減額（△は減少） △690 △1,316

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,489 △3,310

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,636 3,851

受取利息及び受取配当金 △933 △972

支払利息 22,507 21,122

為替差損益（△は益） 10,574 710

持分法による投資損益（△は益） △7,769 △20,300

投資有価証券売却損益（△は益） △8,773 △10,863

デリバティブ評価損益（△は益） 120,107 △55,817

関係会社株式売却損益（△は益） － △120

固定資産除却損 39,707 －

売上債権の増減額（△は増加） 89,402 326,780

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,790 41,012

仕入債務の増減額（△は減少） △21,272 △232,894

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,543 △5,784

その他 △67,560 △37,318

小計 134,286 131,531

利息及び配当金の受取額 885 11,264

利息の支払額 △19,987 △21,716

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △51,678 17,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,506 138,292

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 △3,961 △4,430

無形固定資産の取得による支出 △44,189 △45,316

投資有価証券の取得による支出 △159,588 △307,334

投資有価証券の売却による収入 164,131 182,896

関係会社株式の売却による収入 － 14,000

その他 14,585 13,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,021 △146,671

㈱ビジネストラスト　（4289）　平成22年10月期　第３四半期決算短信

8



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31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） △317,900 △245,494

長期借入れによる収入 280,000 544,900

長期借入金の返済による支出 △167,921 △207,670

社債の発行による収入 97,740 －

社債の償還による支出 △48,000 △58,000

自己株式の取得による支出 △16,380 △27,662

配当金の支払額 △32,747 △16,016

少数株主への配当金の支払額 △10,828 －

その他 △4,663 △4,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,700 △14,659

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,574 △710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △196,788 △23,748

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 891,021 937,601
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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 351,131 379,891 234,515 1,848,456 2,813,994 ― 2,813,994

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 18,630 16,557 1,630 ― 36,818 (36,818) ―

計 369,761 396,449 236,146 1,848,456 2,850,813 (36,818) 2,813,994

営業利益又は 

営業損失（△）
124,626 △13,784 △47,702 71,099 134,237 (93,963) 40,274
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31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。 

    

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31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。 

  

【海外売上高】 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31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。 

  

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 237,946 437,755 1,611,318 2,287,019 ― 2,287,019

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 24,030 8,310 ― 32,340 (32,340) ―

計 261,976 446,065 1,611,318 2,319,359 (32,340) 2,287,019

営業利益 86,299 12,110 21,098 119,507 (101,151) 18,355

(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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