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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】

回次
第23期

第２四半期連結
累計期間

第24期
第２四半期連結
累計期間

第23期
第２四半期連結
会計期間

第24期
第２四半期連結
会計期間

第23期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 7,439,1247,756,0463,752,5123,886,28514,729,330

経常利益（千円） 1,255,312 1,267,781618,769 576,6452,311,463

四半期（当期）純利益（千円） 790,306 771,719 359,481 348,1581,410,326

純資産額（千円） － － 5,126,7086,170,1025,562,018

総資産額（千円） － － 8,313,8789,447,5289,053,682

１株当たり純資産額（円） － － 69,057.7083,123.5674,931.37

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
10,840.0810,426.384,895.634,703.8319,198.83

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
10,719.2210,422.724,867.194,702.1219,088.65

自己資本比率（％） － － 61.5 65.1 61.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,595,377914,696 － － 2,541,129

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△274,180△201,506 － － △354,968

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△79,488△108,008 － － △249,289

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 3,394,4074,531,2593,974,435

従業員数（人） － － 1,154 1,257 1,223

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第２四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

変更はありませんが、事業区分における当社の関係会社の位置付けを下記のとおり変更しております。

事業区分 会社名

ＢＰＯ事業  

 自動車関連部門
当社、株式会社プレミアＲＳ、株式会社プレミアロータス・ネットワーク、

株式会社プレミア・プロパティサービス

 保険関連部門

当社、Prestige International USA, Inc.、Prestige International U.K. Ltd.、

Prestige International (S) Pte. Ltd.、普莱斯梯基（上海）咨洵服務有限公司、

PRESTIGE INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.、株式会社オールアシスト、

Prestige International (HK) Co., Limited、

PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD

 ＣＲＭ関連部門

当社、Prestige International USA, Inc.、Prestige International U.K. Ltd.、

Prestige International (HK) Co., Limited、

PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD

 金融サービス部門
当社、Prestige International USA, Inc.、普莱斯梯基（上海）咨洵服務有限公司、

Prestige International (HK) Co., Limited

 不動産関連部門 当社、株式会社プレミア・プロパティサービス

IT・その他関連事業  

 IT部門 タイム・コマース株式会社

 人材派遣部門 株式会社プレステージ・ヒューマンソリューション

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

（連結子会社）

　PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA

　PTY LTD

（注）１．２

オーストラリア

シドニー

1,000,000

豪ドル　
ＢＰＯ事業

100.0

(100.0)　

業務委託

役員の兼任　

２名

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。　

　　また、株式会社プレミアＲＳにつきましては平成21年７月に50,000千円増資し、資本金が100,000千円となっておりま

す。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 1,257(353)

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、契約社員及びグループ外からの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は（　）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員

を外数で記載しております。

（２）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 962 (303)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除き、契約社員及び社外から当社への出向者を含む。）であり、

臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人数を外数で記載しており

ます。　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績及び受注状況

　当社グループの提供するサービスの受注生産は僅少であるため、記載を省略しております。

（２）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

ＢＰＯ事業 3,758,373 106.1

IT・その他関連事業 127,911 61.0

合計 3,886,285 103.6

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％）

日本興亜損害保険株式会社 865,895 23.1 844,457 21.7

Infi Bank, NA 391,351 10.4 325,937 8.4

　　（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当第２四半期連結会計期間の販売実績を各セグメントの事業部門別に細分化すると、以下のとおりであります。

事業の種類別セグメント 事業部門 売上高（千円）

ＢＰＯ事業

自動車関連部門 2,291,293

保険関連部門 501,865

CRM関連部門 432,152

金融サービス部門 481,506

不動産関連部門 51,557

小計 3,758,373

IT・その他関連事業
IT・その他関連部門 127,911

小計 127,911

合計 3,886,285

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）当第２四半期連結会計期間末の財政状態の分析

　当第２四半期末における総資産は、9,447百万円となり前連結会計年度末と比べ393百万円増加となりました。

　流動資産は現金及び預金が556百万円増加、受取手形及び売掛金が76百万円増加、その他が134百万円減少したこ

と等により514百万円増加いたしました。一方、固定資産については、秋田ＢＰＯキャンパスなどの減価償却等によ

り120百万円減少いたしました。

　負債に関しましては、支払手形及び買掛金が141百万円減少、短期借入金が25百万円減少、未払法人税等が139百万

円減少、賞与引当金が44百万円減少、その他の固定負債が39百万円減少いたしましたが、その他の流動負債が171百

万円増加となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より214百万円減少し、3,277百万円となりま

した。

　また、純資産については、配当支払いが平成21年６月に発生いたしましたが、四半期純利益が771百万円であった

ため前連結会計年度末に比べ608百万円増加しております。

（２）当第２四半期連結会計期間の経営成績の分析

　当第２四半期（平成21年７月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、一部の企業に収益回復の兆しが

見られたものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷等、依然として厳しい状況が続いております。このような環境

の下、グループ全体としましては、当社グループの強みである付加価値サービスの拡販活動など積極的に推進して

参りました。また、原価管理の徹底と業務効率の向上に努めるなど、経済情勢悪化による業績への影響を軽減する

取組みを行って参りました。

　この結果、当第２四半期の業績は、保険関連部門及び金融サービス部門においては円高等の影響を受けましたが、

自動車関連部門において新規クライアントから業務を受託したことと損害保険会社向けのサービスの利用増加な

どにより増収となりました。この結果、連結売上高が3,886百万円（前年同四半期比3.6％増）となりました。売上

原価につきましては、自動車関連部門のサービス利用に伴う費用増加などにより2,916百万円（前年同四半期比

8.4％増）となりました。この結果、売上総利益は減少いたしました。

　販売費及び一般管理費につきましては、400百万円（前年同四半期比0.1％減）となりました。この結果、営業利益

につきましては、569百万円（前年同四半期比13.8％減）となりました。経常利益につきましては、為替変動の影響

により為替差益が計上されたことにより、576百万円（前年同四半期比6.8％減）となりました。なお、法人税等の

税負担は201百万円となりました。

  これらにより当第２四半期純利益は348百万円（前年同四半期比3.1％減）となりました。

 事業別の業績は以下のとおりです。

　ＢＰＯ事業

　① 自動車関連部門　

　損害保険会社や自動車メーカー向けの自動車関連部門は、損害保険会社向けサービスにおいて、新規の受託業

務が売上高に寄与したこととサービスの利用増加により既存受託業務が成長したことなどにより、売上高は

2,291百万円（前年同四半期比9.0％増）となりました。

　営業利益につきましては、サービス利用に伴う費用増加及び子会社における設備等の先行投資が発生したもの

の、新たに受託した業務などの増収効果や原価管理の強化により290百万円（前年同四半期比7.9％増）となり

ました。

　　 なお、前年度まで自動車関連部門に区別していた保険会社向けの事故受付サービスを事業の特性を考慮し、当期

よりCRM関連部門へ変更しております。前年同四半期を遡及した場合は以下のとおりとなります。

　　（売上高1,950百万円　営業利益251百万円）

　② 保険関連部門

　保険関連部門は、クレームエージェントサービスは円高の影響を受けたものの、当会計期間では取扱件数が回

復いたしました。一方日本人駐在員向けヘルスケア・プログラムにおいては、取扱件数が減少し減収となりまし

た。また、昨年度から受託している少額短期保険の関連業務の取扱件数が減少し減収となりました。この結果、売

上高は501百万円（前年同四半期比3.4％増）となりました。

　営業利益につきましては、円高の影響を受けたことと、少額短期保険の関連業務の取扱件数が減少したことに

より105百万円（前年同四半期比15.9％減）となりました。
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　③ CRM関連部門　

　CRM関連部門は、海外においては円高の影響があったものの、新規及び既存受託業務が堅調に推移しこれを吸収

し増収となりました。一方、国内においては景気低迷の影響を受け減収となりましたが、下記に記載のとおり、事

業部門間の見直しにより、売上高は432百万円（前年同四半期比34.9％増）となりました。

　営業利益につきましては、国内において売上高が減少いたしましたが、同様に、事業部門間の見直しにより68百

万円（前年同四半期比36.9％増）となりました。

　　 なお、前年度まで自動車関連部門に区別していた保険会社向けの事故受付サービスを事業の特性を考慮し、当期

よりCRM関連部門へ変更しております。前年同四半期を遡及した場合は以下のとおりとなります。

　　（売上高472百万円　営業利益67百万円）

　④ 金融サービス部門　

　金融サービス部門では、海外で展開している日本人駐在員向けクレジットカード事業において、全体の会員数

が増加しているものの、円高の影響により、売上高は481百万円（前年同四半期比20.9％減）となりました。

　営業利益につきましては、売上高が減少したことにより111百万円（前年同四半期比30.8％減）となりました。

　⑤ 不動産関連部門　

　不動産関連部門においては、新たなクライアント企業を獲得するなど、拡大に向けて取組んだ結果、売上高は51

百万円（前年同四半期比100.9％増）となりました。

　営業利益につきましては、新規受託業務の立上げ費用が続いており、△16百万円となっております。

　IT・その他関連事業

　① IT・その他関連部門　　

　IT・その他関連部門におきましては、IT関連子会社の売上高が景気低迷の影響を受け受託業務が縮小したこと

と、前年度においては投資事業組合の清算に伴う保有株式の評価益が計上されていたことにより、売上高は127

百万円（前年同四半期比39.0％減）となりました。

　営業利益につきましては、売上高が減少したことにより8百万円（前年同四半期比87.1％減）となりました。 

 所在地別の業績は以下のとおりです。

　① 日本　

　日本国内においては、損害保険会社や自動車メーカー向けの自動車関連部門において、新規の受託業務が売上

高に寄与したこととサービスの利用増加により既存受託業務が成長したことなどにより売上高は3,235百万円

（前年同四半期比5.2％増）となりました。

　② アジア・オセアニア　

　アジア・オセアニアについては、円高の影響がありますが、CRM関連部門におけるITネットワーク機器会社から

の業務受託が堅調に推移していることと、保険関連部門において、損害保険会社から受託しているクレームエー

ジェントサービスの取扱いが増加したことにより売上高は225百万円（前年同四半期比27.2％増）となりまし

た。

　③ 北米　

　北米においては、金融サービス部門における日本人駐在員向けクレジットカード事業で、全体の会員数が増加

しているものの、円高の影響により売上高は389百万円（前年同四半期比16.5％減）となりました。

　④ 欧州　

　欧州においては、円高の影響がありますが、保険関連部門において、損害保険会社から受託しているクレーム

エージェントサービスの取扱いが増加したことにより売上高は35百万円（前年同四半期比10.2％増）となりま

した。

（３）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　① 営業活動によるキャッシュ・フロー

　   当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、392百万円の収入（前年同四半期

比37.2％減）となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益が550百万円、減価償却費が105百万

円、投資有価証券評価損が35百万円、仕入債務の増加額が21百万円、賞与引当金の増加額が48百万円、未払消費税

等の増加額が76百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額が110百万円、その他の資産の増加額が

76百万円、その他の負債の減少額が133百万円、法人税等の支払額が118百万円等であります。
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　② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　　 当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、122百万円の支出（前年同四半期比

7.8％増）となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が79百万円と投資有価証券の取

得による支出が50百万円等によるものであります。

　③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　 当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の支出（前年同四半期比

86.3％減）となりました。主な要因は、配当金の支払が7百万円とその他が8百万円等によるものであります。

　以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,531百万円となりました。

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について　

当第２四半期連結会計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。

（５）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（６）経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四半期連結会計期間において、経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はありません。

（７）戦略的現状と見通し

当第２四半期連結会計期間において、戦略的現状と見通しについて重要な変更はありません。

（８）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な移動はありません。

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四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計画は次のとおりであります。

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
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定
総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

（株）プレミアＲＳ
東京都

千代田区
ＢＰＯ事業 車両運搬具 205 50 自己資金 平成21年７月 平成21年12月
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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 266,880

計 266,880

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13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 75,016 75,016
株式会社大阪証券取引所

（ヘラクレス市場）

発行済株式は、すべて

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない株式であり、

単元株制度は採用して

おりません。

計 75,016 75,016 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21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。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成14年６月22日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 7

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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（株） 35

新株予約権の行使時の払込金額（円） 39,000

新株予約権の行使期間
平成16年６月23日から

平成22年６月22日まで

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（円）

発行価格   39,000

資本組入額 19,500

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

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．平成16年11月８日開催の取締役会決議により、平成17年１月20日付で１株を５株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。

２．権利行使期間内に当社、当社子会社または株式会社イー・クルーティングの役員及び従業員の地位であるこ

とを要す。但し、当社子会社または株式会社イー・クルーティングの役員が任期満了により退任した場合、従

業員が定年退職で退職した場合、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。この他の条件について

は当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところとする。

３．新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要す。

４．新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

　  １株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除

く）における大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金

額とし、１円未満の端数は切り上げる。

　但し、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。

　　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　また新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、

調整により生ずる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株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
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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（平成17年６月28日定時株主総会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 811

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

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（株） 811

新株予約権の行使時の払込金額（円） 316,000

新株予約権の行使期間
平成19年６月29日から

平成24年６月28日まで

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（円）

発行価格　 316,000

資本組入額 158,000

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

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．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の従業員及び当社子会社の従業員の地位にある

ことを要す。但し、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。

(1）新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。

(2）死亡以外の事由により、当社及び当社子会社の使用人でなくなったとき新株予約権を喪失する。

２．新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとする。

３．また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払

込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価格 ＝
既発行株式数 × 調整前行使価格 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。なお、算式中の既発行株式数は、株主割当がある場合はその日、その他の場合

には下記に定める「調整の適用日」の１ヶ月前の日における当社の発行済株式数（但し、当社の保有する自

己株式の数を除く）とする。上記に定める調整の適用日は、払込期日の翌日以降（株主割当日がある場合は

当該割当日の翌日以降）、これを適用する。

４．本新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。上記に定める調整の適用日は、株式分割の場合には、株

式分割のための株主割当日の翌日以降とし、株式併合の場合には、旧商法第215条第１項に規定する株券提供

公告期間満了日の翌日以降とする。

調整後新株式数 ＝
 調整前株式数 × 調整前行使価格

調整後行使価格
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（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21年７月１日～

平成21年９月30日　
－ 75,016 － 985,789 － 378,475

　

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

玉上　進一 東京都港区 20,813 27.74

株式会社南部エンタープライズ
東京都千代田区丸の内１丁目５－１

新丸の内ビルディング14階
11,240 14.98

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 7,378 9.83

南部　靖之 兵庫県神戸市 4,000 5.33

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,031 2.70

株式会社タマガミインターナショナル 東京都港区１丁目３－40－1001 2,000 2.66

クレディ　スイス　セキュリティーズ

ヨーロッパリミテッド　ピービー

セク　イント　ノン　トリーティー

クライアント

（常任代理人

シティバンク銀行株式会社）

　

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ, UK

　

  

（東京都品川区東品川２丁目３－14）

　

1,407 1.87

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口） 

 

東京都中央区晴海１丁目８－12

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟

1,377 1.83

バンク　オブ　ニユーヨーク

ジーシーエム　クライアント

アカウント　ジエイピーアールデイ

アイエスジー　エフイー－エイシー

（常任代理人

株式会社三菱東京UFJ銀行）

　

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM 

　

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）　

　

1,361 1.81

ビーエヌピー　パリバ　セキュリティー

ズ  サービス　ルクセンブルグ

ジャスデック　セキュリティーズ

（常任代理人香港上海銀行東京支店）

23, AVENUE DE LA PORTE NEUVEL-2085

LUXEMBOURG

　

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

1,017 1.35

計 － 52,624 70.15
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９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）
普通株式　

1,000
 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式　

74,016
74,016 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 75,016 － －

総株主の議決権 － 74,016 －

 

②【自己株式等】

 平成21年９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
（％）

株式会社プレステージ・

インターナショナル

東京都千代田区麹町

一丁目４番地
1,000 － 1,000 1.33

計 － 1,000 － 1,000 1.33

　

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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 130,100129,000147,800188,000188,000166,500

最低（円） 110,300112,800121,300143,600155,600148,000

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社プレステージ・インターナショナル(E05205)

四半期報告書

13/35



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、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有

限責任監査法人による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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,536,003 3,979,586

受取手形及び売掛金 1,383,362 1,306,988

商品及び製品 21,528 17,231

原材料及び貯蔵品 9,428 2,415

その他 1,292,766 1,427,165

貸倒引当金 △48,162 △52,488

流動資産合計 7,194,927 6,680,898

固定資産

有形固定資産

その他（純額） ※1,2
 1,464,923

※1,2
 1,528,889

有形固定資産合計 1,464,923 1,528,889

無形固定資産

のれん 5,540 11,080

その他 ※2
 316,621

※2
 363,124

無形固定資産合計 322,161 374,205

投資その他の資産

その他 544,956 549,433

貸倒引当金 △79,440 △79,744

投資その他の資産合計 465,515 469,688

固定資産合計 2,252,601 2,372,783

資産合計 9,447,528 9,053,682

EDINET提出書類

株式会社プレステージ・インターナショナル(E05205)

四半期報告書

15/35



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 733,754 875,564

短期借入金 34,250 59,250

未払法人税等 393,935 533,547

賞与引当金 151,115 195,544

その他 1,642,117 1,470,172

流動負債合計 2,955,173 3,134,078

固定負債

長期借入金 102,750 102,750

退職給付引当金 45,157 41,133

その他 174,344 213,701

固定負債合計 322,252 357,585

負債合計 3,277,425 3,491,663

純資産の部

株主資本

資本金 985,789 985,789

資本剰余金 546,418 546,418

利益剰余金 5,009,316 4,311,946

自己株式 △137,000 △137,000

株主資本合計 6,404,524 5,707,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,231 △6,112

為替換算調整勘定 △244,819 △154,921

評価・換算差額等合計 △252,051 △161,034

少数株主持分 17,629 15,897

純資産合計 6,170,102 5,562,018

負債純資産合計 9,447,528 9,053,682
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 7,439,124 7,756,046

売上原価 5,350,758 5,712,378

売上総利益 2,088,366 2,043,667

販売費及び一般管理費 ※1
 781,951

※1
 806,595

営業利益 1,306,415 1,237,071

営業外収益

受取利息 9,619 6,511

受取配当金 20 2,934

持分法による投資利益 2,571 872

為替差益 － 23,476

その他 4,318 4,944

営業外収益合計 16,530 38,738

営業外費用

支払利息 3,248 4,009

為替差損 58,341 －

その他 6,043 4,018

営業外費用合計 67,633 8,028

経常利益 1,255,312 1,267,781

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,211 5,689

補助金収入 － 11,177

償却債権取立益 17,465 －

税金等還付金 ※2
 13,166 －

その他 2,952 2,632

特別利益合計 40,795 19,499

特別損失

固定資産売却損 － ※3
 447

減損損失 ※4
 22,802 －

投資有価証券評価損 － 35,000

その他 1,794 223

特別損失合計 24,596 35,670

税金等調整前四半期純利益 1,271,511 1,251,610

法人税、住民税及び事業税 505,469 470,552

法人税等調整額 △23,188 7,607

法人税等合計 482,281 478,159

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,076 1,731

四半期純利益 790,306 771,719
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 3,752,512 3,886,285

売上原価 2,691,365 2,916,343

売上総利益 1,061,147 969,941

販売費及び一般管理費 ※1
 400,439

※1
 400,087

営業利益 660,707 569,854

営業外収益

受取利息 5,518 3,330

持分法による投資利益 1,450 175

為替差益 － 3,871

その他 2,421 1,605

営業外収益合計 9,390 8,982

営業外費用

支払利息 1,586 1,643

為替差損 46,891 －

固定資産除却損 － 686

その他 2,851 ※2
 △139

営業外費用合計 51,328 2,191

経常利益 618,769 576,645

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,342 4,406

補助金収入 － 5,023

税金等還付金 ※3
 13,166 －

その他 2,426 －

特別利益合計 18,934 9,429

特別損失

固定資産売却損 － ※4
 447

減損損失 ※5
 22,802 －

投資有価証券評価損 － 35,000

その他 1,794 －

特別損失合計 24,596 35,447

税金等調整前四半期純利益 613,106 550,627

法人税、住民税及び事業税 298,748 265,551

法人税等調整額 △44,346 △64,291

法人税等合計 254,401 201,260

少数株主利益又は少数株主損失（△） △775 1,208

四半期純利益 359,481 348,158
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 1,271,511 1,251,610

減価償却費 131,864 206,501

のれん償却額 5,540 5,540

減損損失 22,802 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,897 △4,359

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,391 △44,359

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,252 3,959

受取利息及び受取配当金 △9,639 △9,445

支払利息 3,248 4,009

為替差損益（△は益） 30,988 △23,807

持分法による投資損益（△は益） △2,571 △872

補助金収入 △1,524 △11,177

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） － 447

固定資産圧縮損 1,524 223

投資有価証券評価損益（△は益） △50,490 35,000

売上債権の増減額（△は増加） 437,678 △90,453

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,237 △11,309

その他の資産の増減額（△は増加） △302,631 64,078

仕入債務の増減額（△は減少） △19,673 △120,808

その他の負債の増減額（△は減少） 378,197 171,604

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,688 91,096

その他 △3,787 1,573

小計 1,808,857 1,519,051

法人税等の支払額 △219,843 △609,790

利息及び配当金の受取額 9,612 9,445

利息の支払額 △3,248 △4,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,595,377 914,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △292,939 △225,811

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △50,400

貸付けによる支出 △13,894 △3,159

貸付金の回収による収入 10,561 9,546

差入保証金の差入による支出 △35,464 △7,223

差入保証金の回収による収入 66,863 42,336

補助金の受取額 － 31,162

定期預金の預入による支出 △62 △14

その他 756 2,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,180 △201,506
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 －

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

長期借入金の返済による支出 △62,000 △25,000

株式の発行による収入 78,309 －

配当金の支払額 △95,797 △65,615

その他 － △17,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,488 △108,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,921 △48,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,234,787 556,823

現金及び現金同等物の期首残高 2,159,619 3,974,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,394,407

※1
 4,531,259
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【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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更

 　第１四半期連結会計期間より、Prestige International (HK) Co., Limited

を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

　 当第２四半期連結会計期間より、PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY

LTDを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（２）変更後の連結子会社の数

 　　12社　

　 なお、株式会社プレミアインシュアランスプランニングは、平成21年５月31

日付で株式会社プレミア・プロパティサービスに社名を変更しております。

　

２．会計処理基準に関する事項の変更 （１）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　 ソフトウエアの開発契約に係る収益の計上基準については、従来、工事完成

基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基

準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結

会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手したソフトウエアの開

発契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる開発契約については工事進行基準（開発の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の開発契約については工事完成基準を適用してお

ります。

 　この変更による損益に与える影響はありません。

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、特別利

益の総額の100分の20を超えたため、区分掲記しました。前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれ

る「補助金収入」は2,952千円であります。　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結貸借対照表）

　建物及び構築物（純額）（当第２四半期連結会計期間938,669千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額

の100分の10以下となったため、固定資産の「その他（純額）」に含めて表示しております。

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、特別利

益の総額の100分の20を超えたため、区分掲記しました。前第２四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれ

る「補助金収入」は2,426千円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　
　前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸

倒見積高を算定しております。
　

　
２．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ため、

前連結会計年度末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。
　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、749,593千円であ

ります。

なお、減価償却累計額の中には減損損失累計額が含

まれております。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、629,668千円であ

ります。

なお、減価償却累計額の中には減損損失累計額が含

まれております。

※２　圧縮記帳

国庫等補助金により取得した資産につき取得価額か

ら控除されている圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。

建物 187,916千円

構築物 18,444千円

車両運搬具 93千円

工具、器具及び備品 32,402千円

ソフトウエア 22,476千円

その他無形固定資産 9千円

※２　圧縮記帳

国庫等補助金により取得した資産につき取得価額か

ら控除されている圧縮記帳額は次のとおりでありま

す。

建物 188,160千円

構築物 18,444千円

車両運搬具 93千円

工具、器具及び備品 32,313千円

ソフトウエア 22,098千円

その他無形固定資産 9千円

３　当座貸越契約

　当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取

引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

３　当座貸越契約

　当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取

引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 1,107,422千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,107,422千円

当座貸越極度額 1,107,504千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,107,504千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び手当 255,918千円

貸倒引当金繰入額 3,352千円

賞与引当金繰入額 45,169千円

退職給付費用 1,673千円

給与及び手当 301,603千円

貸倒引当金繰入額 3,747千円

賞与引当金繰入額 47,222千円

退職給付費用 1,361千円

※２　清算した海外子会社に対する法人税の還付金であり

ます。

　２　　　　　　　─────────

　３　　　　　　　───────── ※３　固定資産売却損は、工具、器具及び備品の売却による

ものであります。

※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

ＢＰＯ事業

場所 用途 種類

英国ロンドン 事業用資産

建物及び構築物、
工具、器具及び備品、
ソフトウエア、
ソフトウエア仮勘定

当社グループは、キャッシュ・フローを生成する単

位として、事業の種類別セグメントを基準に、資産のグ

ルーピングを行いました。

ＢＰＯ事業については、収益性の回復が見込まれな

い事業拠点の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、建物及び構築物3,008千円、工具、器具及び備品

16,515千円、ソフトウエア1,642千円及びソフトウエア

仮勘定1,636千円について減損損失を認識し、合計

22,802千円の減損損失として特別損失に計上しまし

た。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく

使用価値がマイナスであるため回収可能価額はないも

のとして減損損失を認識しております。

　４　　　　　　　─────────
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び手当 135,265千円

貸倒引当金繰入額 2,634千円

賞与引当金繰入額 24,457千円

退職給付費用 735千円

給与及び手当 151,234千円

貸倒引当金繰入額 2,363千円

賞与引当金繰入額 18,047千円

退職給付費用 720千円

　２　　　　　　　───────── ※２　当社グループは、四半期会計期間の３ヵ月情報の作成

方法を累計差額方式を採用しており、為替レートの変

動により営業外費用のその他がマイナス表示となって

おります。

※３　清算した海外子会社に対する法人税の還付金であり

ます。

　３　　　　　　　─────────

　４　　　　　　　───────── ※４　固定資産売却損は、工具、器具及び備品の売却による

ものであります。

※５　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

ＢＰＯ事業

場所 用途 種類

英国ロンドン 事業用資産

建物及び構築物、
工具、器具及び備品、
ソフトウエア、
ソフトウエア仮勘定

当社グループは、キャッシュ・フローを生成する単

位として、事業の種類別セグメントを基準に、資産のグ

ルーピングを行いました。

ＢＰＯ事業については、収益性の回復が見込まれな

い事業拠点の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、建物及び構築物3,008千円、工具、器具及び備品

16,515千円、ソフトウエア1,642千円及びソフトウエア

仮勘定1,636千円について減損損失を認識し、合計

22,802千円の減損損失として特別損失に計上しまし

た。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく

使用価値がマイナスであるため回収可能価額はないも

のとして減損損失を認識しております。

　５　　　　　　　─────────
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※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

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 3,400,137

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

△5,730

現金及び現金同等物 3,394,407

　

 （千円）

現金及び預金勘定 4,536,003

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

△4,744

現金及び現金同等物 4,531,259

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 75,016株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,000株

３．配当に関する事項

（1）配当支払額

　
　
（決議）

株式の種類
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 配当の原資

平成21年５月15日

取締役会
普通株式 74,016 1,000平成21年３月31日平成21年６月11日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
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 配当の原資

平成21年10月29日

取締役会
普通株式 92,520 1,250平成21年９月30日平成21年12月３日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
ＢＰＯ事業
（千円）

IT・その他
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 3,542,674209,8383,752,512 － 3,752,512

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
7,073 47,727 54,800 (54,800) －

計 3,549,747257,5653,807,313(54,800)3,752,512

営業利益 737,126 63,500 800,627(139,920)660,707

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
ＢＰＯ事業
（千円）

IT・その他
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 3,758,373127,9113,886,285 － 3,886,285

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,268 75,402 80,670 (80,670) －　

計 3,763,641203,3133,966,955(80,670)3,886,285

営業利益 636,918 8,223 645,141(75,287)569,854

前第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）

 
ＢＰＯ事業
（千円）

IT・その他
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 7,040,895398,2297,439,124 － 7,439,124

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
14,860 130,479 145,339(145,339) －

計 7,055,756528,7087,584,464(145,339)7,439,124

営業利益 1,474,35397,8691,572,223(265,808)1,306,415

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

 
ＢＰＯ事業
（千円）

IT・その他
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 7,490,523265,5227,756,046 － 7,756,046

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
10,929 168,974 179,903(179,903) －

計 7,501,452434,4977,935,949(179,903)7,756,046

営業利益 1,417,86820,4731,438,342(201,270)1,237,071
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　（注）１．事業区分の方法

　事業の種類の区分は、市場の類似性を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要な事業内容

ＢＰＯ事業 カスタマーコンタクトセンターの構築・運営のアウトソーシング業務等

IT・その他関連事業
システムやカスタマーコンタクトセンターのインフラなどの構築、人材派遣事業、そ

の他インフォメーションサポート業務

３．主要な事業内容の変更

　前連結会計年度において、当社グループの事業発展に寄与すると見込まれる企業への投資及び育成や純投資

を目的として、投資事業組合の運営及び管理を行っておりましたが、当初の目的が叶わなかったこととサブプ

ライムローンに端を発した昨今の株式市場の低迷などにより、グループの経営資源の集中と合理化を図る目的

で、平成20年５月に投資事業から撤退いたしました。

４．会計処理方法の変更

前第２四半期連結累計期間

(1）リース取引に関する会計基準の適用

　　「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」２．（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。

　なお、この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。

(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

　　「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」２．（2）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「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」（実務対応報

告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。

　(3）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「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」２．（3）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用は

「IT・その他関連事業」で3,740千円増加し、営業利益は同額減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

アジア・
オセアニア
（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
3,076,80632,621465,795177,2893,752,512－ 3,752,512

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
38,83728,49471,18756,820195,340(195,340)－

計 3,115,64461,115536,982234,1103,947,852(195,340)3,752,512

営業利益（又は営業損失△) 597,465△5,739129,09962,546783,373(122,665)660,707

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

アジア・
オセアニア
（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
3,235,78735,949389,000225,5473,886,285－ 3,886,285

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
44,99612,05649,80869,400176,261(176,261)－

計 3,280,78348,006438,808294,9484,062,546(176,261)3,886,285

営業利益（又は営業損失△) 489,495△20,73092,16079,098640,024(70,170)569,854

　

前第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）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

アジア・
オセアニア
（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
5,984,49981,866967,884404,8737,439,124－ 7,439,124

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
74,96463,912139,513124,731403,121(403,121)－

計 6,059,463145,7791,107,398529,6047,842,246(403,121)7,439,124

営業利益 1,112,634705 288,834153,7221,555,896(249,481)1,306,415

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

 
日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

アジア・
オセアニア
（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
6,402,58177,310825,538450,6157,756,046－ 7,756,046

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
88,96541,229110,698131,682372,575(372,575)－

計 6,491,546118,540936,236582,2988,128,621(372,575)7,756,046

営業利益（又は営業損失△) 1,063,469△21,758228,290167,8041,437,807(200,736)1,237,071
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　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）欧州 ……………………… イギリス、フランス

(2）北米 ……………………… 米国

(3）アジア・オセアニア …… シンガポール、香港、中国、タイ、オーストラリア

３．会計処理方法の変更

　前第２四半期連結累計期間　

(1）リース取引に関する会計基準の適用

　　「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」２．（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。

　なお、この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。

(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

　　「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」２．（2）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「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」（実務対応報

告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。

　(3）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「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」２．（3）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用

しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用は

「日本」で3,740千円増加し、営業利益は同額減少しております。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 欧州 北米 アジア・オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 23,884 484,072 165,319 673,276

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,752,512

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
0.6 12.9 4.4 17.9

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 欧州 北米 アジア・オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 27,937 402,953 213,191 644,082

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,886,285

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
0.7 10.4 5.5 16.6

前第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）

 欧州 北米 アジア・オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 57,532 1,005,194 379,515 1,442,243

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,439,124

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
0.8 13.5 5.1 19.4

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

 欧州 北米 アジア・オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 52,708 854,420 424,748 1,331,876

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,756,046

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
0.7 11.0 5.5 17.2

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）欧州 ……………………… イギリス、フランス

(2）北米 ……………………… 米国

(3）アジア・オセアニア …… シンガポール、香港、中国、タイ、オーストラリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、当社グループの事業の運営において重要なもので、か

つ、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められるものがないため、記載はしておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　変更事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社プレステージ・インターナショナル(E05205)

四半期報告書

30/35



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

　
１株当たり純資産額 83,123円56銭
　

　
１株当たり純資産額 74,931円37銭
　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 10,840円08銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
10,719円22銭

　

１株当たり四半期純利益金額 　10,426円38銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
　10,422円72銭

　

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額     　

四半期純利益（千円） 790,306 771,719

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 790,306 771,719

期中平均株式数（株） 72,906 74,016

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 822 26

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──────── ────────
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4,895円63銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
4,867円19銭

　

１株当たり四半期純利益金額 　4,703円83銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
　4,702円12銭

　

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 359,481 348,158

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 359,481 348,158

期中平均株式数（株） 73,429 74,016

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 429 27

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──────── ────────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の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

処理に係る方法に準じて処理を行っておりますが、前連結会計年度末と比べて著しい変動は認められませんので、

記載をしておりません。

　

２【その他】

　平成21年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………92,520千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………1,250円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月３日

　（注）　平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月７日

株式会社プレステージ・インターナショナル

取締役会　御中

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 有 限 責 任 監 査 法 人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　川　正　幸

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　木　智　博

　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プレステー

ジ・インターナショナルの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４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、株式会社プレステージ・インターナショナル及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに

第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月５日

株式会社プレステージ・インターナショナル

取締役会　御中

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 有 限 責 任 監 査 法 人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　川　正　幸

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　木　智　博

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久　塚　清　憲

　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プレステー

ジ・インターナショナルの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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、株式会社プレステージ・インターナショナル及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに

第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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