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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 1,047 ― 10 ― △3 ― △93 ―
20年3月期第2四半期 946 87.5 △178 ― △183 ― △352 ―

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3月期第2四半期 △3,564.48 ―
20年3月期第2四半期 △17,608.38 ―

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3月期第2四半期 2,771 1,811 61.3 63,629.09
20年3月期 2,841 995 29.6 39,379.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,700百万円 20年3月期  841百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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 2,200 4.0 60 ― 40 ― △100 ― △3,742.51

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  

(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） 

(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．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
２．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。  

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3月期第2四半期  26,724株 20年3月期  21,370株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  26,225株 20年3月期第2四半期  20,016株
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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20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20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 688,933 625,479 
受取手形及び売掛金 421,902 535,775 
商品 356 282 
仕掛品 3,257 11,322 
貯蔵品 1,373 2,396 
繰延税金資産 25,076 25,572 
前払費用 39,234 42,936 
その他 7,311 15,493 
貸倒引当金 △14,595 △22,131 
流動資産合計 1,172,849 1,237,126 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 19,636 24,229 
工具、器具及び備品（純額） 31,788 27,714 

有形固定資産合計 51,424 51,944 

無形固定資産   
ソフトウエア 93,048 75,975 
ソフトウエア仮勘定 19,471 12,728 
のれん 1,296,110 1,373,432 
その他 13,852 12,727 

無形固定資産合計 1,422,484 1,474,863 

投資その他の資産   
長期前払費用 836 1,505 
繰延税金資産 351 710 
敷金 121,236 74,921 
その他 2,567 660 
投資その他の資産合計 124,991 77,797 

固定資産合計 1,598,900 1,604,605 

資産合計 2,771,749 2,841,731 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 12,285 14,104 
短期借入金 144,000 482,600 
1年内返済予定の長期借入金 132,400 472,400 
未払金 146,299 186,616 
未払法人税等 81,265 154,188 
未払消費税等 14,202 29,851 
前受収益 29,925 36,572 
前受金 84,881 99,164 
賞与引当金 9,138 4,862 
ポイント引当金 7,115 7,667 
受注損失引当金 2,983 － 
その他 35,891 31,597 

流動負債合計 700,390 1,519,625 

固定負債   
長期借入金 260,000 326,200 

固定負債合計 260,000 326,200 

負債合計 960,390 1,845,825 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,038,166 585,981 
資本剰余金 1,279,146 826,961 
利益剰余金 △616,889 △571,411 
株主資本合計 1,700,423 841,532 

新株予約権 6,250 6,250 
少数株主持分 104,685 148,123 

純資産合計 1,811,359 995,906 

負債純資産合計 2,771,749 2,841,731 
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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）

当第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) 

売上高 1,047,301 
売上原価 343,415 

売上総利益 703,885 

販売費及び一般管理費 693,475 

営業利益 10,410 

営業外収益  
受取利息 861 
受取配当金 100 
その他 586 
営業外収益合計 1,547 

営業外費用  
支払利息 6,230 
株式交付費 4,771 
事務所移転費用 2,632 
その他 1,736 

営業外費用合計 15,370 

経常損失（△） △3,413 

特別利益  
ポイント引当金戻入益 710 
持分変動利益 3,187 
特別利益合計 3,897 

特別損失  
減損損失 18,986 
特別損失合計 18,986 

税金等調整前四半期純損失（△） △18,502 

法人税、住民税及び事業税 76,361 
法人税等調整額 855 

法人税等合計 77,217 

少数株主損失（△） △2,241 

四半期純損失（△） △93,478 
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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) 

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（△） △18,502 
減価償却費 21,126 
のれん償却額 77,321 
減損損失 18,986 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,535 
賞与引当金の増減額（△は減少） 4,275 
受取利息及び受取配当金 △961 
支払利息 6,230 
株式交付費 4,771 
持分変動損益（△は益） △3,187 
売上債権の増減額（△は増加） 113,872 
たな卸資産の増減額（△は増加） 9,013 
前払費用の増減額（△は増加） 3,701 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,818 
未払金の増減額（△は減少） △40,316 
未払消費税等の増減額（△は減少） △15,649 
その他 △3,913 

小計 167,415 

利息の受取額 961 
利息の支払額 △6,230 
法人税等の支払額 △150,723 
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,423 

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 △29,200 
無形固定資産の取得による支出 △35,335 
差入保証金の差入による支出 △1,907 
敷金の回収による収入 316 
敷金の差入による支出 △46,631 

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,757 

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） △338,600 
長期借入金の返済による支出 △406,200 
株式の発行による収入 899,598 
少数株主からの払込みによる収入 9,990 

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,788 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,453 

現金及び現金同等物の期首残高 625,479 
現金及び現金同等物の四半期末残高 688,933 
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