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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第34期

第１四半期連結累計(会計)期間
第33期

会計期間
自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日

自　平成19年７月１日

至　平成20年６月30日

売上高 （千円） 5,096,175　 20,563,370　

経常利益 （千円） 155,033　 1,279,621　

四半期（当期）純利益 （千円） 15,089　 661,724　

純資産額 （千円） 8,691,536　 8,983,189　

総資産額 （千円） 13,397,210　 13,852,513　

１株当たり純資産額 （円） 400.35　 415.74　

１株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 0.73　 31.54　

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） －　 31.47　

自己資本比率 （％） 61.6　 61.9　

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 93,960　 633,022　

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △384,527　 △1,048,809　

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △311,535　 358,043　

現金及び現金同等物の
四半期（期末）残高

（千円） 4,692,192　 5,296,076　

従業員数 （名） 1,895　 1,867　

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第34期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３　平成19年７月１日付で、普通株式１株を1.1株に分割しております。

４　従業員数は、就業人員数を記載しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当社グループの事業セグメントにつきましては、今回見直しを行い、従来の「システム開発及び

システム開発に関連するサービス（システム開発等)」及び「介護サービス事業」に加え、「半導体関連

サービス事業」を追加いたしました。この「半導体関連サービス事業」は、従来より連結子会社である株

式会社日本構研システムズが行っていた半導体関連のサービスでありますが、一般のソフトウェア開発

事業とは市場動向が異なることと、今後事業拡大の見込める分野であることから、「システム開発及びシ

ステム開発に関連するサービス（システム開発等)」から区分し、事業セグメントとしたものでありま

す。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 1,895

(注) 従業員数は就業人員であり、役員及び嘱託社員は含みません。

　

(2)　提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 600

(注) 従業員数は就業人員であり、役員及び嘱託社員は含みません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

 3/27



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(千円)

システム開発等

　システム開発 3,100,683

　コンサルテーション及び調査研究 130,185

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 204,609

　インターネット・サービス 16,505

　その他 561,323

システム開発等計 4,013,306

半導体関連サービス事業 104,033

半導体関連サービス事業計 104,033

合計 4,117,340

(注) １　当社グループの受注生産事業であるシステム開発等及び半導体関連サービス事業について記載しております。

２　上記金額は、製造原価によっております。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注状況は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　受注高(千円) 　受注残高(千円)

システム開発等

　システム開発 4,801,011 3,631,083

　コンサルテーション及び調査研究 548,589 393,526

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 482,360 284,299

　インターネット・サービス 43,669 33,289

　その他 745,272 715,679

システム開発等計 6,620,903 5,057,878

半導体関連サービス事業 125,174 115,767

半導体関連サービス事業計 125,174 115,767

合計 6,746,077 5,173,646

(注) １　当社グループの受注生産事業であるシステム開発等及び半導体関連サービス事業について記載しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3)　販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(千円)

システム開発等

　システム開発 3,708,871

　コンサルテーション及び調査研究 190,786

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 307,251

　インターネット・サービス 22,680

　その他 658,239

システム開発等計 4,887,829

介護サービス事業 75,811

介護サービス事業計 75,811

半導体関連サービス事業 132,534

半導体関連サービス事業計 132,534

合計 5,096,175

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び当社の

関係会社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とした米国の

景気減速、金融市場の混乱による信用収縮等の影響により、企業収益は減少し、設備投資は弱含み、景気は

弱まる方向へと推移いたしました。また、世界経済の一層の下振れ懸念、輸出・生産の減少等により、先行

きに対する不透明感は増しております。

当社グループが属する情報サービス産業につきましては、企業の底堅い情報化関連投資により、「受注

ソフトウェア」の売上高は微増の傾向で推移いたしましたが、今後の景気の動向が企業の情報化関連投

資に下押しの影響を与えることが懸念されます。また、依然として技術の高度化、システムの複雑化、短納

期化に伴う品質確保のためのコストは増大傾向にあり、更には、プロジェクトマネージャーを始めとした

高度情報処理技術者の人材不足は重要な問題であり、事業環境は厳しさを増しております。

このような厳しい環境のなか、当社グループは、採用活動の強化、人材の育成、協力会社との連携強化、

プロジェクト管理の徹底、営業の強化等に積極的に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は50億96百万円となりました。また、利益につきま

しては、営業利益が１億78百万円、経常利益が１億55百万円、四半期純利益が15百万円となりました。

　

当社グループの事業セグメントにつきましては、今回見直しを行い、従来の「システム開発及びシステ

ム開発に関連するサービス（システム開発等)」及び「介護サービス事業」に加え、「半導体関連サービ

ス事業」を追加いたしました。この「半導体関連サービス事業」は、従来より連結子会社である株式会社

日本構研システムズが行っていた半導体関連のサービスでありますが、一般のソフトウェア開発事業と
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は市場動向が異なることと、今後事業拡大の見込める分野であることから、「システム開発及びシステム

開発に関連するサービス（システム開発等)」から区分し、事業セグメントとしたものであります。

事業セグメント別では、「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）」

の売上高は48億87百万円、営業利益は２億９百万円となりました。また、「介護サービス事業」の売上高

は75百万円、営業損失は44百万円となりました。「半導体関連サービス事業」の売上高は１億32百万円、

営業利益は13百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における業績の推移といたしましては、当社単体の売上高と利益、及び連結

での売上高は概ね予定通りに推移いたしました。連結での利益につきましては、株式会社システムウェー

ブにおける社会福祉業務関連のパッケージソフトウェアの受注の不振による原価率上昇、中国に展開し

ております上海技菱系統集成有限公司における稼働率低下による原価率上昇等により、予定を下回る推

移となりました。

　

「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等)」の売上品目別、「介護サー

ビス事業」及び「半導体関連サービス事業」の業績概況は、以下のとおりであります。

　

＜システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）＞

①システム開発

当社グループの主力事業であります本売上品目に関しましては、当社単体においてはデータ移行プ

ログラムの開発案件、官公庁向けシステムの総合試験案件等の受注が概ね順調に推移いたしました。ま

た、連結子会社に関しましては、前連結会計年度下期より連結対象となった株式会社日本アドバンスト

システムが業績に寄与しましたが、中国に展開しております上海技菱系統集成有限公司における稼働

率低下による原価率上昇等のために利益率は低下いたしました。なお、当第１四半期連結会計期間よ

り、連結子会社である株式会社日本構研システムズにおける従前の情報業向け人材派遣案件の一部を

請負契約に変更し、その売上については「その他」から本売上品目に移しております。

この結果、本売上品目の売上高は37億８百万円となりました。

②コンサルテーション及び調査研究

本売上品目に関しましては、当社単体においては認証サーバの検証コンサルティングの案件等、連結

子会社に関しましては、株式会社ＣＩＪマネージの運用設計業務に関するコンサルティングの案件等

の受注が安定的に推移いたしました。

この結果、本売上品目の売上高は１億90百万円となりました。

③システム／パッケージ・インテグレーション・サービス

本売上品目に関しましては、当社単体においては統合顧客管理支援パッケージ関連案件等の受注が

減少いたしました。また、連結子会社に関しましては、株式会社システムウェーブの社会福祉業務関連

のパッケージソフトウェアの受注が振るいませんでした。

この結果、本売上品目の売上高は３億７百万円となりました。

④インターネット・サービス

本売上品目に関しましては、ホームページ作成の案件等の受注が安定的に推移いたしました。

この結果、本売上品目の売上高は22百万円となりました。

⑤その他

本売上品目に関しましては、当社単体においては社内LAN管理の案件等の受注が順調に推移いたしま

した。連結子会社に関しましては、当第１四半期連結会計期間より、株式会社日本構研システムズにお

ける従前の情報業向け人材派遣案件の一部を請負契約に変更し、その売上については本売上品目から
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「システム開発」に移しております。

この結果、本売上品目の売上高は６億58百万円となりました。

　

＜介護サービス事業＞

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社ＣＩＪウェーブであります。新たに平成20年８

月に高知県四万十市に有料老人ホーム「愛夢しまんと」（定員60名）を開設いたしました。

この結果、本事業の売上高は75百万円となりました。

　

＜半導体関連サービス事業＞

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社日本構研システムズであります。本事業につき

ましては、半導体設計支援サービス、LSIチップ向けの入出力ドライバの開発及び当該チップを搭載し

た車載機器等の制御プログラムの開発・検査を主体としております。本事業は、主に半導体製造メーカ

及びLSIチップを搭載した機器を提供している企業に対するサービスであり、当連結会計年度より事業

セグメントとしたものであります。

この結果、本事業の売上高は１億32百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億88百万円減少し、91億４百万円となりました。主な要因は、

現金及び預金が４億３百万円減少したことによります。現金及び預金の詳しい内容につきましては、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、42億93百万円となりました。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ４億55百万円減少し、133億97百万円となりました。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億67百万円減少し、39億60百万円となりました。主な要因は、

未払法人税等が１億64百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、７億44百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億63百万円減少し、47億５百万円となりました。

　

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億91百万円減少し、86億91百万円となりました。主な要因は、剰

余金の配当の支払い等により利益剰余金が２億81百万円減少したことによります。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億３百万円

減少し、46億92百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億75百万円、売上債権の減少額

１億92百万円、法人税等の支払額２億87百万円等により93百万円の収入となりました。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出２億円、有形固定資産の取得によ

る支出１億79百万円等により３億84百万円の支出となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額83百万円、配当金の支払額２億36百万円

等により３億11百万円の支出となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

（対処すべき課題）

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が対処すべき課題

について、重要な変更及び新たに発生した重要な課題はありません。

　

（会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

当社におきましては、経営権の異動の決定権は株主にあるという基本的な考え方のもと、企業価値及

び株主共同の利益を向上させることこそが、最も合理的な敵対的買収防衛策につながるものと認識し

ており、現時点においては特別な防衛策は導入しておりません。今後も企業価値及び株主共同の利益の

向上に注力してまいる所存ですが、同時に、株主から負託された当然の責務として、企業価値及び株主

共同の利益に資さない買収者が現れることを想定し、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、かつ

社会情勢等の変化に十分注意しながら、継続的に敵対的買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてま

いります。

　

(5)　研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は10,631千円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間におきましては、連結子会社であるケン・システムコンサルティング

株式会社の製品企画開発部において、上流設計支援ツール新規機能追加等の研究開発を行いました。ま

た、連結子会社である株式会社日本構研システムズの経営企画室において、業務システムへのオープン

ソースの適用技術等の研究開発を行いました。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間に完成した主要な設備は以下のとおりであります。

国内子会社

会社名
事業所名

(所在地)

事業の

種類別

セグメ

ントの

名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)
従業員

数

(名)
建物及び構築

物

土地

(面積㎡)
その他 合計

株式会社

Ｃ Ｉ Ｊ

ウェーブ

有料老人

ホ ー ム

「愛夢し

まんと」

(高知県

四 万 十

市)

介 護

サービ

ス事業

介護施

設
577,179

104,476

(2,820.62)
25,646707,30117

(注)１　帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。

２　帳簿価額のうち「その他」は、器具備品及び車両運搬具であります。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末に計画中であった、株式会社ＣＩＪウェーブの介護施設の新設につきましては、平成

20年８月に完了しました。

なお、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 52,800,000

計 52,800,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 22,555,080 22,555,080
東京証券取引所
市場第一部 －

計 22,555,080 22,555,080－ －

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権
　

平成13年９月27日定時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年９月30日)

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 1,069,882株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 406円

新株予約権の行使期間 平成15年９月27日～平成23年９月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　　　　406円

資本組入額　　　　　　203円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株引受権の譲渡、買入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行予定数から既に失効及び

権利行使した新株引受権の対象となる株式数を控除した数を記載しております。

２　権利付与日以降、時価を下回る価額による新株の発行が行われる場合（転換社債の転換・新株引受権証券及び

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く。）は、以下の算式により発行価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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また、権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合は、以下の算式により発行価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、発行価額について当社は必要

と認める調整を行う。

３（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成15年９月27日から平成16年９月26日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成16年９月27日から平成17年９月26日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成17年９月27日から平成18年９月26日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成18年９月27日から平成23年９月26日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

但し、上記いずれの場合においても権利行使に係わる権利行使価額の年間の合計は1,000万円を超えない

ものとする。

　（2）新株引受権を付与された者は、新株引受権行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要す

る。但し、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使すること

ができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時から１

年以内に請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　

②　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権
　

平成15年９月19日定時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年９月30日)

新株予約権の数(注)１ 10,334個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 1,033,440株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 439円

新株予約権の行使期間 平成17年９月19日～平成25年９月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　　　　439円

資本組入額　　　　　　220円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行

予定数から既に失効及び権利行使した新株予約権数及び新株予約権の対象となる株式数を控除した数を記載

しております。

２　新株予約権発行後、時価を下回る価額による新株の発行が行われる場合（新株予約権の行使による新株を発行

する場合を除く。）は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、新株予約権発行後、会社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、会社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、行使価額について会社は必要
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と認める調整を行う。

３（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成17年９月19日から平成18年９月18日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成18年９月19日から平成19年９月18日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成19年９月19日から平成20年９月18日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成20年９月19日から平成25年９月18日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

ただし、上記いずれの場合においても権利行使に係わる権利行使価額の年間の合計は1,200万円を超えな

いものとする。

　（2）新株予約権を付与された者は、新株予約権行使時においても、当社の取締役、常勤監査役または従業員であるこ

とを要する。ただし、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使

することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時

から１年以内に請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　

平成17年９月20日定時株主総会特別決議

第１四半期会計期間末現在

(平成20年９月30日)

新株予約権の数(注)１ 8,935個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１，２ 893,550株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ 538円

新株予約権の行使期間 平成19年９月20日～平成27年９月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　　　　538円

資本組入額　　　　　　269円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行

予定数から既に失効した新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式数を控除した数を記載しておりま

す。

２　新株予約権の目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、新株予約権１個につき普通株式100株と

する。なお、発行日以降、当社が当社普通株式について株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数は次の

算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で対象者が新株予約権を行使していない付

与株式数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、当該時点で未行使の付与株式

数について当社は必要と認める調整を行う。

３　新株予約権発行日後、当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合（新株予約権の行使による新株を

発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、発行日後、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、行使価額について当社は必要

と認める調整を行う。

４（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成19年９月20日から平成20年９月19日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成20年９月20日から平成21年９月19日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成21年９月20日から平成22年９月19日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成22年９月20日から平成27年９月19日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

但し、上記いずれの場合においても権利行使に係る権利行使価額の年間の合計は1,200万円を超えないも

のとする。

　（2）対象者として新株予約権を付与された者は、新株予約権行使時においても、当社及び当社子会社の常勤取締

役、常勤監査役、執行役員及び従業員であることを要する。

但し、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使することが

できる。

また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時から１年以内に

請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　（3）この他、権利行使の条件は、平成17年９月20日開催の定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する権利付与契約によるものとする。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成20年９月30日 ― 22,555,080 ― 2,270,228 ― 2,277,617

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができ

ませんので、直前の基準日である平成20年６月30日の株主名簿により記載しております。

①　【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
　普通株式 1,931,000

完全議決権株式（その他） 　普通株式 20,433,600204,336 －

単元未満株式 　普通株式 190,480 － －

発行済株式総数 22,555,080 － －

総株主の議決権 － 204,336 －

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が37株含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権11個）含まれており

ます。

　

②　【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

　株式会社ＣＩＪ 神奈川県横浜市
西区平沼１－２
－24

1,931,000 － 1,931,000 8.56

計 － 1,931,000 － 1,931,000 8.56

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年７月 ８月 ９月

最高(円) 420 418 401

最低(円) 377 367 344

(注)　東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用し

ております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レ

ビューを受けております。
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１　【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６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,440,282 5,844,165

受取手形及び売掛金 2,718,082 2,910,845

有価証券 99,817 99,567

商品及び製品 8,787 6,998

仕掛品 359,761 278,415

その他 482,358 459,074

貸倒引当金 △5,002 △6,807

流動資産合計 9,104,087 9,592,259

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 1,449,321

※１
 885,459

土地 579,579 579,579

建設仮勘定 － 431,662

その他（純額） ※１
 118,035

※１
 82,641

有形固定資産合計 2,146,936 1,979,343

無形固定資産

のれん 639,877 687,310

その他 82,922 90,467

無形固定資産合計 722,800 777,777

投資その他の資産 1,423,386 1,503,132

固定資産合計 4,293,123 4,260,253

資産合計 13,397,210 13,852,513

負債の部

流動負債

買掛金 491,731 529,162

短期借入金 1,523,286 1,608,932

未払法人税等 146,352 310,832

賞与引当金 888,577 472,939

その他 910,818 1,206,061

流動負債合計 3,960,764 4,127,927

固定負債

長期借入金 402,004 417,240

長期未払金 139,474 140,575

退職給付引当金 184,873 183,581

その他 18,556 －

固定負債合計 744,909 741,396

負債合計 4,705,674 4,869,323
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(単位：千円)

当第１四半期
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６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,270,228 2,270,228

資本剰余金 2,494,052 2,494,056

利益剰余金 4,408,291 4,690,172

自己株式 △856,995 △856,896

株主資本合計 8,315,576 8,597,561

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △58,672 △24,185

為替換算調整勘定 △268 938

評価・換算差額等合計 △58,941 △23,246

少数株主持分 434,900 408,874

純資産合計 8,691,536 8,983,189

負債純資産合計 13,397,210 13,852,513
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 5,096,175

売上原価 4,113,732

売上総利益 982,443

販売費及び一般管理費

役員報酬 111,127

給料及び手当 209,193

賞与引当金繰入額 45,644

福利厚生費 43,476

賃借料 67,719

減価償却費 15,032

支払手数料 28,452

募集費 20,158

のれん償却額 75,213

その他 187,957

販売費及び一般管理費合計 803,976

営業利益 178,467

営業外収益

受取利息 5,251

受取配当金 2,012

受取家賃 4,062

その他 6,637

営業外収益合計 17,964

営業外費用

支払利息 6,799

複合金融商品評価損 29,995

持分法による投資損失 2,310

その他 2,292

営業外費用合計 41,397

経常利益 155,033

特別利益

投資収益 ※１
 13,674

補助金収入 11,244

特別利益合計 24,919

特別損失

投資有価証券評価損 4,887

その他 27

特別損失合計 4,914

税金等調整前四半期純利益 175,037

法人税等 159,868

少数株主利益 79

四半期純利益 15,089
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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１四半期連結累計期間
(自　平成20年７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利益 175,037

減価償却費 32,086

のれん償却額 75,213

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,894

受取利息及び受取配当金 △7,264

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,292

賞与引当金の増減額（△は減少） 415,721

支払利息 6,799

持分法による投資損益（△は益） 2,310

投資事業組合運用損益（△は益） △874

売上債権の増減額（△は増加） 192,769

仕入債務の増減額（△は減少） △36,044

未払金の増減額（△は減少） △262,292

その他 △199,117

小計 393,743

利息及び配当金の受取額 1,568

利息の支払額 △13,975

法人税等の支払額 △287,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △179,313

投資有価証券の取得による支出 △1,702

投資有価証券の売却による収入 101

子会社株式の取得による支出 △27,015

その他 23,401

投資活動によるキャッシュ・フロー △384,527

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） △83,202

長期借入金の返済による支出 △17,680

自己株式の取得による支出 26

配当金の支払額 △236,711

少数株主からの払込みによる収入 32,000

その他 △5,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △603,883

現金及び現金同等物の期首残高 5,296,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,692,192
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【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】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

会計方針の変更 (1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企
業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、たな卸資産の評価基準
については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して
おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業
会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計
期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

(3) リース取引に関する会計基準の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改
正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業
会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移
転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取引に係る会計処理によっております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

繰延税金資産及び繰延
税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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場合に、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り算定して
おります。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

税金費用の計算 　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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第１四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

(平成20年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 608,908千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 579,236千円

　

　２　偶発債務

信託方式による売上債権の期日前資金化による
遡及義務

7,088千円

 

　２　偶発債務

信託方式による売上債権の期日前資金化による
遡及義務

14,101千円

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

※１　連結子会社のレバレッジドリースに係る投資収益であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,440,282千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △748,089千円

現金及び現金同等物 4,692,192千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 22,555,080株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 1,931,290株

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成20年９月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 288,73614.00平成20年６月30日平成20年９月19日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　該当事項はありません。
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(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７月１日　至　平成20年９月30日）

　「介護サービス事業」の営業損益の絶対値は営業損益基準の10％を超えておりますが、一時的であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【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７月１日　至　平成20年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

23/27



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

当第１四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

(平成20年６月30日)

１株当たり純資産額 400円35銭 １株当たり純資産額 415円74銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第１四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

(平成20年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 8,691,536　 8,983,189　

普通株式に係る純資産額（千円） 8,256,635　 8,574,314　

差額の内訳

　少数株主持分（千円） 434,900　 408,874　

普通株式の期末発行済株式数（株） 22,555,080　 22,555,080　

普通株式の自己株式数（株） 1,931,290　 1,931,037　

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

20,623,790　 20,624,043　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 0円73銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 15,089　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 15,089　

普通株主に帰属しない金額（千円） －　

普通株式の期中平均株式数（株） 20,623,911　
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年７月１日

　　至　平成20年９月30日）

　当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同
法第156条の規定に基づき、次のとおり、自己株式取得に係る事項を決議しております。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うものです。

(2) 取得の方法

東京証券取引所における市場買付

(3) 取得しうる株式の総数

500,000株（上限）

(4) 株式の取得価額の総額

200百万円（上限）

(5) 取得期間

平成20年11月18日～平成21年２月23日

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

26/27



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

株式会社ＣＩＪ

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　髙　山　　　　　勉　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　内　田　　　好　久　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ＣＩＪの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＣＩＪ及び連結子会社の平成20年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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