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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24期

第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
累計期間

第24期
第２四半期連結
会計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第24期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 7,756,0468,933,6963,886,2854,518,53816,174,536

経常利益（千円）  1,267,781 1,071,440576,645 500,3982,434,221

四半期（当期）純利益（千円） 771,719 559,035 348,158 268,6221,587,641

純資産額（千円） － － 6,170,1027,238,9206,934,889

総資産額（千円） － － 9,447,52811,528,06511,143,702

１株当たり純資産額（円） － － 83,123.5697,400.7993,648.80

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
10,426.387,550.454,703.833,627.5421,449.98

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
10,422.727,549.634,702.123,627.5421,442.74

自己資本比率（％） － － 65.1 62.6 62.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
914,696 950,056 － － 1,603,763

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△201,506△752,278 － － △1,291,305

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△108,008 35,710 － － △270,863

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 4,531,2594,174,4964,036,102

従業員数（人） － － 1,257 1,553 1,491

　（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、連結子会社が１社増加しました。これは、ロードアシスト事業のフィールド

ワーク専門子会社である株式会社プレミアＲＳにおいて、西日本地域を分離し集中して管轄することにより受付・手

配・出動効率を高められると判断したものであります。この結果、平成22年９月30日現在では、当社グループは、当社、

連結子会社14社及び持分法適用関連会社２社により構成されることになります。

　

セグメント別の区分は下記の通りです。　

セグメント別区分 会社名

日本

 当社、株式会社プレミアＲＳ、株式会社プレミアアシスト西日本、

 株式会社オールアシスト、タイム・コマース株式会社、

株式会社プレミア・プロパティサービス、

 株式会社イントラスト、株式会社プレステージ・ヒューマンソリューション、

 株式会社プレミアロータス・ネットワーク、株式会社シィアールエス　

北米・欧州 Prestige International USA, Inc.、Prestige International U.K. Ltd.

アジア・オセアニア

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.、

Prestige International (HK) Co., Limited、

PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD.

　

事業別の区分は下記の通りです。　

事業区分 会社名

ロードアシスト事業
 当社、株式会社プレミアＲＳ、株式会社プレミアアシスト西日本

株式会社プレミアロータス・ネットワーク、株式会社シィアールエス

インシュアランス

事業

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.、株式会社イントラスト

ＣＲＭ事業

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

Prestige International (HK) Co., Limited、

PRESTIGE INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD.、タイム・コマース株式会社

カード事業
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

プロパティアシスト

事業
当社、株式会社プレミア・プロパティサービス

IT事業 タイム・コマース株式会社

派遣・その他事業 株式会社プレステージ・ヒューマンソリューション
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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）

（株）プレミアアシスト西日本

大阪府

豊中市　

10,000

千円　
日本 100.0

業務委託

役員の兼任

１名　

　（注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

　　また、当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動等は下記のとおりであります。

（１）株式会社プレミア・プロパティサービスにつきましては平成22年８月に50,000千円増資し、資本金が40,000

千円となっております。

（２）Prestige International (S) Pte Ltd.につきましては平成22年８月に4,000,000シンガポールドル増資し、

資本金が7,350,000シンガポールドルとなっております。

（３）株式会社イントラストにつきましては平成22年９月に51,367千円増資し、資本金が273,000千円、議決権の所

有割合が67.7％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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,553(425)

　（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22年９月30日現在

従業員数（人） 997 (326)

　（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　 　 （単位：千円）

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

日本 3,932,990 －

北米・欧州 413,970　 －

アジア・オセアニア 171,577　 －

合計 4,518,538　 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 844,457 21.7 952,450 21.1

（注）本表の金額には、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、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　

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、11,528百万円となり前連結会計年度末と比べ384百万円増加となりました。流

動資産は現金及び預金が133百万円増加、受取手形及び売掛金が121百万円減少、有価証券が180百万円増加、立替金

が96百万円増加、その他が142百万円減少し、流動資産は153百万円増加いたしました。一方、固定資産については、

投資有価証券の取得等により230百万円増加いたしました。 

　負債に関しましては、支払手形及び買掛金が144百万円減少、短期借入金が30百万円増加、長期借入金が70百万円

増加、資産除去債務が128百万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80百万円増

加し、4,289百万円となりました。

　また、純資産については、配当支払いが平成22年６月に発生いたしましたが、四半期純利益が559百万円であった

ため前連結会計年度末に比べ304百万円増加しております。
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（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22年７月１日～平成22年９月30日）における日本経済は、新興国を中心とした外需に牽引さ

れて輸出企業を中心に回復基調ではありますが、継続的な厳しい雇用情勢や円高の進行等により、今後の景気の先

行きは依然として不透明な状況であります。加えて、企業は業界再編、円高や個人消費の長期低迷を受け、継続的な

費用削減を推進すると同時に、商品やサービスの差別化、顧客満足度を向上させる取り組みが引き続き見受けられ

ます。このような環境の下、グループ全体としましては国内の既存事業において拡販活動を積極的に行なって参り

ました。また、海外事業においては、手数料単価の値下げや円高の影響を軽減すべく、原価管理及び業務効率化を加

速させ、収益改善に向けた取り組みを行なって参りました。　

　この結果、当第２四半期の業績は、ロードアシスト事業においては、損害保険会社向けサービスの利用増加などに

より増収となりました。また、インシュアランス事業は平成22年２月に買収した子会社の売上高計上及び少額短期

保険の取り扱い件数の増加、プロパティアシスト事業は、不動産向けサービスの利用増加と駐車場管理会社向け

サービスにおいて新規クライアントから業務を受託したことなどにより増収となりました。この結果、連結売上高

が4,518百万円（前年同四半期比16.3％増）となりました。売上原価につきましては、ロードアシスト事業とプロ

パティアシスト事業のサービス利用に伴う費用増加などにより3,543百万円（前年同四半期比21.5％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、502百万円（前年同四半期比25.6％増）となりました。この結果、営業利

益につきましては、473百万円（前年同四半期比17.0％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ましたが、500百万円（前年同四半期比13.2％減）となりました。一方、海外子会社の

早期退職に伴う特別損失を計上しました。なお、法人税等の税負担は205百万円となりました。

  これらにより当第２四半期純利益は268百万円（前年同四半期比22.8％減）となりました。

セグメント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ロードアシスト事業において、既存受託業務が成

長したこと、プロパティアシスト事業では、不動産向け既存サービスの利用増加と駐車場管理会社向けサービス

において新規クライアントからの業務を受託したことなどにより売上高は3,932百万円となりました。

     営業利益につきましては、ロードアシスト事業において、大雨・猛暑によるサービス利用の増加に伴う費用増

加及びプロパティアシスト事業においてサービス利用増加に伴う費用増加などにより393百万円となりました。

　② 北米・欧州

　北米・欧州においては、日本人駐在員向けクレジットカード事業で全体のカード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413百万円となりました。

　　 営業利益につきましては、円高の影響を受けながらも、米国のカード事業と欧州のインシュアランス事業におい

て原価管理の強化により費用削減が図られ108百万円となりました。

　③ アジア・オセアニア　

　アジア・オセアニアについては、アジア・オセアニア地域で受託していたCRM事業におけるITネットワーク機

器会社からの業務受託が前年度末で終了したこと、インシュアランス事業において、海外駐在員向けヘルスケア

・プログラムが堅調に推移しましたが、海外旅行保険のクレームエージェントサービスの手数料単価引き下げ

と、円高の影響により売上高は171百万円となりました。

　　 営業利益につきましては、インシュアランス事業の海外駐在向けヘルスケア・プログラムの売上高増加に伴う

営業利益の増加、および香港および中国のカード事業において顕著な会員数の増加により、円高の影響を吸収し

78百万円となりました。

事業別の業績は以下のとおりです。

　① ロードアシスト事業

  損害保険会社や自動車メーカー向けにロードサービスを提供しているロードアシスト事業は、損害保険会社向

けサービスにおいて、サービスの利用増加など既存受託業務が成長したことなどにより、売上高は2,278百万円と

なりました。営業利益につきましては、大雨・猛暑によるサービスの利用増加に伴う費用増加と子会社における

拠点拡大の設備投資等により、当第２四半期では123百万円となりました。

　② インシュアランス事業

　 保険・保証に関する様々な付加価値ソリューションを提供しているインシュアランス事業は、平成22年２月に

買収した子会社の売上高計上及び少額短期保険の取扱件数増加により、売上高は857百万円となりました。営業利

益につきましては、海外旅行クレームエージェントの手数料単価引き下げがあったものの、少額短期保険及び海

外駐在員向けヘルスケア・プログラムが堅調に推移し、142百万円となりました。
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  ③ CRM事業　

　海外・国内のコンタクトセンターを提供しているCRM事業は、国内において損害保険会社向け事故受付業務な

らびに既存の通販関連事業が好調であり、昨年度末のアジア・オセアニア地域における大口案件の業務終了と

円高の影響を吸収し、売上高676百万円となりました。営業利益につきましては、事業全体の原価管理の徹底を

図っているものの、アジア・オセアニア地域で収益性が高い大口案件が昨年度末に終了したため、83百万円とな

りました。    

　④ カード事業　

　米国・香港・中国で日本人駐在員向けクレジットカード事業を展開しているカード事業は、全体のカード会員

数は微増しているものの、円高の影響により、売上高は323百万円となりました。営業利益につきましては、円高

による減収要因があったものの、業務の効率化と原価管理の強化が費用の抑制につながり、円高を吸収し、93百

万円となりました。

  ⑤ プロパティアシスト事業

　分譲・賃貸マンション・戸建ての占有部の一次修繕とコインパーキングのメンテナンスを提供するプロパ

ティアシスト事業は、既存受託業務のサービスの利用増加と新たなクライアント企業からの新規の受託業務に

より、売上高は238百万円となりました。営業利益につきましては、サービスの利用増加に伴う費用増加、新規受

託業務の立上げ費用及び子会社における設備等の投資が発生したため、15百万円となりました。

  ⑥ IT事業

　IT事業におきましては、IT関連子会社の既存事業が堅調に拡大したことにより、売上高は109百万円となりまし

た。営業利益につきましては、売上高の増加に伴い、9百万円となりました。

  ⑦ 派遣・その他関連事業　

　派遣・その他事業におきましては、売上高が景気低迷の影響を受け派遣業務が縮小したことにより、売上高は

35百万円となりました。営業利益につきましては、売上高が減少したことにより、3百万円となりました。    　

（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、211百万円の収入（前年同四半期

比46.0％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466百万円、減価償却費が157百万

円、仕入債務の増加額が70百万円、賞与引当金の増加額が81百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増

加額が244百万円、その他の資産の増加額が71百万円、その他の負債の減少額が111百万円、法人税等の支払額が

123百万円等であります。

　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、512百万円の支出（前年同四半期は

319.9％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144百万円と投資有価証券の

取得による支出が398百万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、1百万円の収入（前年同四半期につ

いては16百万円の支出）となりました。主な要因は、少数株主からの払込みによる収入が23百万円、リース債務

の返済による支出が12百万円、配当金の支払が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4,174百万円となりました。

（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異動はありません。

（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、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につい

て重要な変更をしたものは、次のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地
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)プレステージ・

インターナショナル

秋田ＢＰＯキャンパス　

秋田県　

秋田市　
日本　

 事務所及び

 社員寮　
600 －

自己資金

　
平成23年６月　平成24年３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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月11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 75,051 75,051

株式会社大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

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 75,051 75,051 － －

　（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成22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．第２四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ヘラクレスであります。

なお、大阪証券取引所ヘラクレスは、平成22年10月12日付で新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合

されており、同日以降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。
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（２）【新株予約権等の状況】

　　　　旧商法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22年９月30日）

新株予約権の数（個） 397

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） 397

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

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　
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（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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22年７月１日～

平成22年９月30日　
－ 75,051 － 986,472 － 379,157

　

（６）【大株主の状況】

 平成22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 18,829 25.08

株式会社南部エンタープライズ 東京都千代田区大手町２丁目６－４ 11,240 14.97

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 7,302 9.72

南部　靖之 兵庫県神戸市 4,000 5.32

株式会社タマガミインターナショナル 東京都港区六本木１丁目３－40－1001 4,000 5.32

メロン　バンク　エヌエー　トリーテ

イー　クライアント　オムニバス

（常任代理人

株式会社三菱東京UFJ銀行）　

ONE MELLON BANK CENTER, PITTSBURGH,

PENNSYLVANIA 

　

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）　

2,521 3.35

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番－３号 2,432 3.24

ザ　バンク　オブ　ニユーヨーク　トリー

テイー　ジヤスデツク　アカウント

（常任代理人

株式会社三菱東京UFJ銀行）

AVENUE DES ARTS, 35 KUNST LAAN, 1040

BRUSSELS, BELGIUM

　

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

1,065 1.41

重田　康光　 東京都港区 766 1.02

毛利　寛 東京都世田谷区 724 0.96

計 － 52,879 70.45

　　（注）上記のほか、自己株式が1,000株あります。

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

11/31



（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　

74,051
74,051 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 75,051 － －

総株主の議決権 － 74,051 －

 
②【自己株式等】

 平成22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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 162,500164,000158,600161,000143,400156,700

最低（円） 138,100133,600139,100143,700132,000137,000

　（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、平成22年７月１日付で執行役員制

度が廃止になり、現在の役員状況は下記の通りであります。なお、役員の異動はありません。　

　氏名 新役職 現役職

　 玉 上    進 一 代表取締役 　代表取締役兼代表執行役員

　 八 久 保 勝 也　
 専務取締役

　ロードアシスト事業部・人事部管掌　

　取締役兼専務執行役員

　 ロードアシスト事業部・人事部担当　

　 白 崎    真 一 取締役　CRM事業部長
　取締役兼執行役員

　 CRM事業部長

　 橋 本　  幹 夫
 取締役

　財務経理部・情報管理部管掌　

　取締役兼執行役員

　 財務経理部・情報管理部担当

　 関 根     　浩
 取締役

　プロパティアシスト事業部長

　取締役兼執行役員

　 プロパティアシスト事業部長

　 中  村　 干 城
 取締役

　インシュアランス事業部長　

　取締役兼執行役員

　 インシュアランス事業部長
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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、前第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）及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第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は太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計

期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については新日本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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,179,496 4,045,999

受取手形及び売掛金 1,632,990 1,754,300

有価証券 269,346 88,931

商品及び製品 9,237 4,223

原材料及び貯蔵品 8,760 9,975

立替金 1,966,440 1,870,271

その他 508,218 650,704

貸倒引当金 △55,075 △58,812

流動資産合計 8,519,414 8,365,595

固定資産

有形固定資産

その他（純額） ※1,2
 1,665,751

※1,2
 1,642,638

有形固定資産合計 1,665,751 1,642,638

無形固定資産

その他 ※2
 427,617

※2
 382,024

無形固定資産合計 427,617 382,024

投資その他の資産

その他 964,453 805,122

貸倒引当金 △49,171 △51,677

投資その他の資産合計 915,281 753,445

固定資産合計 3,008,650 2,778,107

資産合計 11,528,065 11,143,702
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 801,244 945,958

短期借入金 ※3
 364,250

※3
 334,250

未払法人税等 340,318 392,869

賞与引当金 176,760 130,154

その他 2,198,661 2,150,976

流動負債合計 3,881,235 3,954,209

固定負債

長期借入金 138,500 68,500

退職給付引当金 48,584 48,077

資産除去債務 128,102 －

その他 92,722 138,026

固定負債合計 407,909 254,603

負債合計 4,289,144 4,208,813

純資産の部

株主資本

資本金 986,472 985,789

資本剰余金 547,101 546,418

利益剰余金 6,198,474 5,732,718

自己株式 △137,000 △137,000

株主資本合計 7,595,048 7,127,926

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,017 △8,287

為替換算調整勘定 △367,404 △188,129

評価・換算差額等合計 △382,422 △196,417

少数株主持分 26,294 3,380

純資産合計 7,238,920 6,934,889

負債純資産合計 11,528,065 11,143,702
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 7,756,046 8,933,696

売上原価 5,712,378 6,948,326

売上総利益 2,043,667 1,985,369

販売費及び一般管理費 ※1
 806,595

※1
 991,483

営業利益 1,237,071 993,886

営業外収益

受取利息 6,511 2,667

有価証券利息 － 7,190

受取配当金 2,934 3,349

持分法による投資利益 872 －

為替差益 23,476 64,321

その他 4,944 12,068

営業外収益合計 38,738 89,596

営業外費用

支払利息 4,009 4,992

持分法による投資損失 － 3,275

その他 4,018 3,774

営業外費用合計 8,028 12,042

経常利益 1,267,781 1,071,440

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,689 4,213

補助金収入 11,177 1,311

その他 2,632 －

特別利益合計 19,499 5,524

特別損失

固定資産売却損 ※2
 447 －

投資有価証券評価損 35,000 －

特別退職金 － ※3
 20,939

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,114

その他 223 15,474

特別損失合計 35,670 83,528

税金等調整前四半期純利益 1,251,610 993,436

法人税、住民税及び事業税 470,552 425,792

法人税等調整額 7,607 28,541

法人税等合計 478,159 454,333

少数株主損益調整前四半期純利益 － 539,102

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,731 △19,932

四半期純利益 771,719 559,035
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 3,886,285 4,518,538

売上原価 2,916,343 3,543,142

売上総利益 969,941 975,396

販売費及び一般管理費 ※1
 400,087

※1
 502,365

営業利益 569,854 473,031

営業外収益

受取利息 3,330 1,558

有価証券利息 － 4,288

持分法による投資利益 175 －

為替差益 3,871 23,419

その他 1,605 2,032

営業外収益合計 8,982 31,299

営業外費用

支払利息 1,643 2,489

持分法による投資損失 － 432

固定資産除却損 686 838

その他 ※2
 △139 171

営業外費用合計 2,191 3,932

経常利益 576,645 500,398

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,406 1,692

補助金収入 5,023 －

特別利益合計 9,429 1,692

特別損失

固定資産売却損 ※3
 447 －

投資有価証券評価損 35,000 14,927

特別退職金 － ※4
 20,939

特別損失合計 35,447 35,866

税金等調整前四半期純利益 550,627 466,224

法人税、住民税及び事業税 265,551 253,164

法人税等調整額 △64,291 △47,701

法人税等合計 201,260 205,463

少数株主損益調整前四半期純利益 － 260,761

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,208 △7,861

四半期純利益 348,158 268,622
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 1,251,610 993,436

減価償却費 206,501 303,457

のれん償却額 5,540 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,359 △5,445

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,359 46,908

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,959 631

受取利息及び受取配当金 △9,445 △13,206

支払利息 4,009 4,992

為替差損益（△は益） △23,807 △46,299

持分法による投資損益（△は益） △872 3,275

補助金収入 △11,177 △1,311

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 447 －

固定資産圧縮損 223 －

投資有価証券評価損益（△は益） 35,000 14,927

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,114

売上債権の増減額（△は増加） △90,453 96,593

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,309 △3,798

その他の資産の増減額（△は増加） 64,078 △1,820

仕入債務の増減額（△は減少） △120,808 △114,655

その他の負債の増減額（△は減少） 171,604 189,415

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,096 △100,370

その他 1,573 2,167

小計 1,519,051 1,416,010

法人税等の支払額 △609,790 △469,921

利息及び配当金の受取額 9,445 9,519

利息の支払額 △4,009 △5,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 914,696 950,056
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

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 △225,811 △367,767

投資有価証券の取得による支出 △50,400 △400,862

貸付けによる支出 △3,159 △5,270

貸付金の回収による収入 9,546 9,034

差入保証金の差入による支出 △7,223 △40,044

差入保証金の回収による収入 42,336 27,273

補助金の受取額 31,162 21,241

定期預金の預入による支出 △14 △1

定期預金の払戻による収入 － 4,413

その他 2,057 △294

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,506 △752,278

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 － 200,000

短期借入金の返済による支出 － △200,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △25,000 －

株式の発行による収入 － 1,365

配当金の支払額 △65,615 △83,223

少数株主からの払込みによる収入 － 42,883

リース債務の返済による支出 － △25,314

その他 △17,393 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,008 35,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,358 △95,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 556,823 138,393

現金及び現金同等物の期首残高 3,974,435 4,036,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,531,259

※1
 4,174,496
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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22年４月１日
至　平成22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

 　当第２四半期連結会計期間より、株式会社プレミアアシスト西日本を新たに

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

 　　14社　　

２．会計処理基準に関する事項の変更 （１）資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ5,338千円減少し、税金等

調整前四半期純利益は52,453千円減少しております。

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　「投資有価証券評価損」（当第２四半期連結会計期間14,927千円）は従来区分掲記しておりましたが、特別損失の

総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「リース債務の返済による支出」は、重要性が増したため、区分掲記しました。前第２四半期連結累計期間の

「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「リース債務の返済による支出」は△17,393千円

であります。　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結貸借対照表）

　前第２四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「立替金」は、資産の総額

の100分の10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流動資産の「その他」に含まれる「立替

金」は666,954千円であります。

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　
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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22年４月１日
至　平成22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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、1,203,569千円で

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、962,878千円であ

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 187,930千円

構築物 25,725千円

工具、器具及び備品 34,077千円

ソフトウエア 31,255千円

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 187,923千円

構築物 25,725千円

車両運搬具 93千円

工具、器具及び備品 34,076千円

ソフトウエア 31,267千円

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 1,507,276千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 1,207,276千円

当座貸越極度額 1,407,649千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 1,107,649千円
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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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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 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

給与及び手当 379,961千円

貸倒引当金繰入額 5,067千円

賞与引当金繰入額 50,201千円

※２　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。

　２　　　　　　　─────────

　３　　　　　　　───────── ※３　海外子会社の早期退職に伴い臨時に発生したもので

あります。　　　　　

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 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

給与及び手当 191,650千円

貸倒引当金繰入額 4,450千円

賞与引当金繰入額 21,223千円

※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。

　２　　　　　　　─────────

※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。

　３　　　　　　　─────────

　４　　　　　　　───────── ※４　海外子会社の早期退職に伴い臨時に発生したもので

あります。

　

（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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21年９月30日現在） （平成22年９月30日現在）

 （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

　

 （千円）

現金及び預金勘定 4,179,496

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金

△5,000

現金及び現金同等物 4,174,496
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 75,051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22年５月14日

取締役会
普通株式 92,520 1,250平成22年３月31日平成22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22年10月29日

取締役会
普通株式 92,563 1,250平成22年９月30日平成22年12月３日利益剰余金

（セグメント情報等）

【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

　（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

　

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

23/31



【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

　（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

　

【海外売上高】

前第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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期

間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。　

　当社グループの事業は、主にカスタマーコンタクト業務、アシスタンス業務、アフターサービスに関する業

務、決済及び請求業務、損害調査業務、支払業務などのサービスを企画・提供するものであり、コンタクトセ

ンターや関係会社をグローバルに展開しております。

　コンタクトセンターは、秋田ＢＰＯキャンパスを中核として、米国、英国、シンガポール、豪州、香港などの海

外拠点に設置しております。

　したがって、当社は、コンタクトセンターを基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、

「北米・欧州」、「アジア・オセアニア」の３つを報告セグメントとしております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

　 　 　 　 　 （単位：千円）　

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額　 日本 北米・欧州

アジア・
オセアニア

計

売上高 　      

外部顧客への売上高 7,748,679　 886,106　 298,910　 8,933,696　 － 8,933,696　
セグメント間の内部売
上高又は振替高

66,498　 114,227　 120,990　 301,716　 (301,716) －

計 7,815,178　 1,000,334　 419,900　 9,235,413　 (301,716)8,933,696　

セグメント利益 855,849　 258,203　 110,404　 1,224,458　 (230,571)993,886　

　

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）　

　 　 　 　 　 （単位：千円）　

 報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額　 日本 北米・欧州

アジア・
オセアニア

計

売上高 　      

外部顧客への売上高 3,932,990　 413,970　 171,577　 4,518,538　 － 4,518,538　
セグメント間の内部売
上高又は振替高

35,022　 45,014　 61,826　 141,863　 (141,863) －

計 3,968,013　 458,984　 233,404　 4,660,402　 (141,863)4,518,538　

セグメント利益 393,090　 108,794　 78,589　 580,474　 (107,442)473,031　
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　 （単位：千円）　

　利益 　金額

報告セグメント計 1,224,458 

セグメント間取引消去 5,386 

全社費用（注） △235,958 

四半期連結損益計算書の営業利益 993,886 

　

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　 （単位：千円）　

　利益 　金額

報告セグメント計 580,474 

セグメント間取引消去 5,607 

全社費用（注） △113,049 

四半期連結損益計算書の営業利益 473,031 

　
（注）全社費用は、親会社の管理部門にかかる費用であります。

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。　

　

（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 1年内返済予定の長期借入金　 64,250 64,250 －

(2) 長期借入金 138,500 138,682 182

　
（注） 金融商品の時価の算定方法

(1) 1年内返済予定の長期借入金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　なお、1年内返済予定の長期借入金は四半期連結貸借対照表の流動負債に表示している短期借入金（364,250千

円）に含めて表示しております。

(2) 長期借入金

　時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ております。　
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（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。
　

（資産除去債務関係）

　資産除去債務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。
　
（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。
　
（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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　
１株当たり純資産額 97,400円79銭
　

　
１株当たり純資産額 93,648円80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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

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

　

１株当たり四半期純利益金額 　7,550円45銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
　7,549円63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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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） 771,719 559,035

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） 771,719 559,035

期中平均株式数（株） 74,016 74,040

 　 　

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） 26 8

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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

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

　

１株当たり四半期純利益金額 　3,627円54銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額
3,627円54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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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） 348,158 268,622

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） 348,158 268,622

期中平均株式数（株） 74,016 74,051

 　 　

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） 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22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……………………92,563千円

(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22年12月３日

　（注）　平成22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。

　

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

29/31



 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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月11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

新 日 本 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 原　　　勝　彦

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 稲　垣　正　人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 由　良　知　久

　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22年４月１日から平成23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

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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