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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1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 ％

21年10月期第1四半期 2,212 ― 462 ― 308 ― 119 ―
20年10月期第1四半期 1,908 13.9 323 2.4 360 7.7 224 34.0

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10月期第1四半期 536.28 ―
20年10月期第1四半期 978.07 ―

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10月期第1四半期 8,156 5,409 65.8 24,023.19
20年10月期 8,384 5,229 61.9 23,225.67

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  5,365百万円 20年10月期  5,188百万円

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10月期 ― 1,200.00 ― 1,200.00 2,400.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 1,200.00 ― 1,200.00 2,400.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 4,627 ― 889 ― 1,179 ― 817 ― 3,661.61
通期 9,762 1.6 1,915 5.5 2,445 13.6 1,667 30.7 7,462.71

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、３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、３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 
１．本資料に記載されている業績の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については、３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。 
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」（企業会計基準第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等規則」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 1 社 （社名 株式会社トラスティッド・ポイント ）

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10月期第1四半期  231,000株 20年10月期  231,000株
② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  7,636株 20年10月期  7,606株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  223,384株 20年10月期第1四半期  229,489株









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１四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,062,479 1,249,534

受取手形及び売掛金 1,828,440 2,063,604

仕掛品 190,814 64,245

繰延税金資産 93,668 204,402

その他 102,998 139,216

貸倒引当金 △25,177 △28,552

流動資産合計 3,253,223 3,692,451

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 90,949 95,564

車両運搬具（純額） 20,370 10,477

工具、器具及び備品（純額） 106,209 105,828

土地 20,760 20,760

有形固定資産合計 238,289 232,630

無形固定資産   

ソフトウエア 13,868 13,509

のれん 5,601 6,038

その他 557 557

無形固定資産合計 20,027 20,106

投資その他の資産   

投資有価証券 4,262,025 4,149,856

繰延税金資産 102,609 10,619

その他 279,969 279,251

投資その他の資産合計 4,644,605 4,439,726

固定資産合計 4,902,922 4,692,463

資産合計 8,156,145 8,384,914



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 123,141 174,213

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払金及び未払費用 623,615 431,589

未払法人税等 82,745 417,463

賞与引当金 164,159 385,578

その他 152,858 146,584

流動負債合計 1,746,520 2,155,430

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

固定負債合計 1,000,000 1,000,000

負債合計 2,746,520 3,155,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,513,750 1,513,750

資本剰余金 1,428,314 1,428,314

利益剰余金 3,003,313 3,051,295

自己株式 △572,876 △569,304

株主資本合計 5,372,500 5,424,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,584 △235,581

評価・換算差額等合計 △6,584 △235,581

少数株主持分 43,708 41,010

純資産合計 5,409,624 5,229,484

負債純資産合計 8,156,145 8,384,914



（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）

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

売上高 2,212,532

売上原価 1,433,249

売上総利益 779,283

販売費及び一般管理費 316,758

営業利益 462,524

営業外収益  

受取利息 19

受取手数料 138

助成金収入 330

その他 56

営業外収益合計 544

営業外費用  

支払利息 7,681

持分法による投資損失 146,025

その他 625

営業外費用合計 154,333

経常利益 308,735

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,375

特別利益合計 3,375

税金等調整前四半期純利益 312,111

法人税、住民税及び事業税 68,261

法人税等調整額 121,354

法人税等合計 189,615

少数株主利益 2,698

四半期純利益 119,796



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１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 312,111

減価償却費 22,298

のれん償却額 437

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △221,418

受取利息及び受取配当金 △19

支払利息 7,681

支払手数料 625

持分法による投資損益（△は益） 146,025

売上債権の増減額（△は増加） 234,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,568

仕入債務の増減額（△は減少） △51,071

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 104,158

その他 △1,573

小計 424,139

利息及び配当金の受取額 39,996

利息の支払額 △922

法人税等の支払額 △410,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,305

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 △23,533

有形固定資産の売却による収入 2,763

投資有価証券の取得による支出 △68,645

投資有価証券の売却による収入 50,103

その他 △946

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,259

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △194,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182,544

現金及び現金同等物の期首残高 1,249,534

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,062,479



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第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。

（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

　当社グループは同一セグメントに属するシステム開発及び関連するサービスを行っており、当該事業以外に事

業の種類がないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年11月１日　至　平成21年１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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,908,552

Ⅱ　売上原価 1,242,658

売上総利益 665,893

Ⅲ　販売費及び一般管理費 342,283

営業利益 323,610

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 16

２．受取配当金 4,150

３．持分法による投資利益 38,546

４．その他 4,746

営業外収益計 47,458

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 9,640

２．その他 765

営業外費用計 10,406

経常利益 360,663

Ⅵ　特別利益  

投資有価証券売却益 7,600

特別利益計 7,600

税金等調整前四半期純利益 368,263

法人税、住民税及び事業税 56,727

法人税等調整額 105,250

少数株主損失（△） △18,169

四半期純利益 224,455



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 368,263

減価償却費 24,959

のれん償却額 1,109

賞与引当金の減少額 △198,427

受取利息及び受取配当金 △4,166

支払利息 9,640

支払手数料 765

持分法による投資利益 △38,546

投資有価証券売却益 △7,600

売上債権の減少額 457,173

たな卸資産の増加額 △204,391

仕入債務の減少額 △2,065

未払金の増加額 22,559

未払費用の減少額 △19,164

未払消費税等の減少額 △34,034

その他 △24,081

小計 351,994

利息及び配当金の受取額 4,167

利息の支払額 △1,522

法人税等の支払額 △461,196

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,556



前年同四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △49,745

無形固定資産の取得による支出 △4,622

貸付による支出 △650

貸付金の回収による収入 628

投資有価証券の取得による支出 △653,903

投資有価証券の売却による収入 57,600

敷金の差入による支出 △88,722

敷金の解約による収入 642

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,772

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 600,000

自己株式取得による支出 △234,467

配当金の支払額 △123,322

財務活動によるキャッシュ・フロー 242,210

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △603,119

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,096,868

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,493,748
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