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（百万円未満切捨て） 
１．19年9月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

当社は、前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前中間連結会計期間につ
いては記載しておりません。 

（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
3,774  （―）  

―  （―）  

百万円   ％
233  （―） 
―  （―） 

百万円   ％ 
228  （―）  
―  （―） 

百万円   ％
125  （―） 
―  （―） 

19年３月期 6,702   ―   457   ―  448   ―   262   ―  
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 
64  54  
―  ―  

円  銭
―――――  
―――――  

19年３月期 135  40  ―――――  

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円  18年９月中間期 ―百万円   19年３月期 ―百万円         
 
（２）連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
4,074    

―    

百万円
1,702   

―   

％ 
41.8   
―   

円  銭
877  39 
―  ― 

19年３月期 3,482    1,650   47.4   850  67 

(参考) 自己資本 19年９月中間期 1,702百万円  18年９月中間期  ―百万円  19年３月期 1,650百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 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

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
172    
―    

百万円
△250   

―   

百万円 
442    
―    

百万円
863   
―   

19年３月期 285    △214   △173    498   

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金  

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

 
19年３月期 

円 銭 
― 

円 銭
35 00 

円 銭
35 00 

20年３月期（実績） ― 

 

20年３月期（予想）  35 00 
35 00 

 

 
３．20年3月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 7,797   (16.3) 513   (12.2) 500   (11.7) 295   (12.7) 152  55 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
    
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年9月中間期 1,940,000株 18年9月中間期 970,000株 
                   19年3月期   1,940,000株 
② 期末自己株式数          19年9月中間期 ―株 18年9月中間期 ―株 19年3月期 ―株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．19年9月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

  百万円   ％ 
3,396 （19.9） 
2,833 （ 3.1） 

百万円  ％
254 （45.9）
174 （46.6）

百万円  ％
248 （46.8）
169 （78.4）

百万円  ％
140 （43.3）
98 （81.7）

19年3月期 6,281    ―  450     ―  441     ―  257     ―  

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円  銭 
72  67  
101  39  

19年3月期 132  95  

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 
3,921    
3,310      

百万円
1,713   
1,487      

％
43.7   
44.9      

円  銭
883  07 

1,533  68  

19年3月期 3,317      1,645   49.6   848    22  

 (参考) 自己資本  19年9月中間期 1,713百万円  18年9月中間期 1,487百万円  19年3月期 1,645百万円 
 
 
２．20年3月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通  期 6,897 (9.8)  511 (13.6) 499 (13.1) 296 (15.0) 152  84  

 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

業績予想に記載されている各数値につきましては、現時点における一定の前提及び仮定に基づき作成したも

のであります。実際の業績につきましては、前提としている状況等の様々な要因が変化することにより予想

数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。上記業績予想に関する注意事項等につきましては、

３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益を中心に引き続き堅調に拡大しており、先行

きについても緩やかな経済成長が続くことが予想されております。 

一方、情報サービス業におきましては、経済産業省の特定サービス産業動態統計によると、平成

19 年８月の売上高は、前年同月比 5.1％増と５か月連続の増加となっております。 

このような事業環境のなか、主力の自動車関連製造業や工作機械メーカーなどを中心とした主要優

良顧客からの受注が順調に推移しました。また、東京地区においては技術者の採用増と顧客の信頼に

応えられる請負体制づくりに取り組み徐々にその成果が上がりつつあります。 

単体決算では、当社の主力業務であるＳＩサービス業務は、引き合いの増加で好採算案件を選別的

に受注できる状況にあります。自動車販売店の営業支援システムや工作機械、自動倉庫の制御系シス

テムなど旺盛なＩＴ投資に支えられた自動車、機械業界を中心に継続的かつ安定的に受注が伸びこの

分野での売上高は、2,234,462 千円（前年同期比 31.1％増）となりました。ソフトウエア開発業務に

おいては、近年の開発案件の小規模化や低価格化、また、顧客からの派遣切換要請などから需要が縮

小傾向にありこの分野での売上高は、1,152,530 千円（前年同期比 4.5％増）となりました。インタ

ーネット事業の「ネットでショップもうかルンバ」は店舗数の伸び悩みから売上が低迷しており、子

会社（イリイ株式会社）のソフトウエアプロダクト業務においては、既存パッケージ商品の新ＯＳ（マ

イクロソフト社の Windows Vista）対応と新商品開発との端境期にあり売上が伸び悩みました。 

また、前期に引き続き原価率の改善を目指し不採算案件プロジェクトの早期把握および進捗管理の

強化などに努めた結果、徐々に収益性の改善につながってまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間における売上高は 3,774,104 千円、営業利益 233,584 千円、経常利

益 228,162 千円、中間純利益 125,208 千円となりました。 

なお、当社グループは、前年度の第３四半期より連結決算を行っているため、前年同期比較につき

ましては省略をしております。 

 

② 通期の見通し 

下期の経済情勢につきましては、米国のサブプライム問題や原油価格の上昇による影響など景気の

先行き懸念はあるものの日本経済が年率２％程度の緩やかな回復基調を続けるという基本シナリオ

に変更はないものと思われます。 

一方、情報サービス業界におきましては、金融、製造業を中心に旺盛な情報化投資が継続しており

下期もこの状況は続くものと見込まれます。 

下期見込みとしましては、自動車製造業、工作機械メーカー等を中心とした既存の優良顧客からの

安定したシステム開発案件の受注が上期に引き続き堅調に推移すると見込んでおります。 

この結果、通期の連結業績見通しにつきましては、連結売上高 7,797,682 千円（前年同期比 16.3％

増）、連結営業利益 513,319 千円（前年同期比 12.2％増）、連結経常利益 500,618 千円（前年同期比

11.7％増）、連結当期純利益 295,948 千円（前年同期比 12.7％増）となる見込みであります。 

また、単独業績見通しにつきましては、売上高 6,897,682 千円（前年同期比 9.8％増）、営業利益

511,832 千円（前年同期比 13.6％増）、経常利益 499,131 千円（前年同期比 13.1％増）、当期純利益

296,516 千円（前年同期比 15.0％増）となる見込みであります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

当中間連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ 592,513 千円増加し、4,074,537 千円と

なりました。これは現金及び預金が増加したことや、土地を取得したことなどによるものであります。 

当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 540,664 千円増加し、2,372,398 千円と

なりました。これは外注費に係る買掛金や、借入金が増加したことなどによるものであります。 

また、当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 51,849 千円増加し、1,702,139

千円となりました。これは剰余金の配当などがあったものの中間純利益が計上されたことにより、利

益剰余金が増加したためであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、営業活動により 

172,539 千円増加し、投資活動により 250,739 千円減少、財務活動により 442,403 千円増加した結果、

中間期末残高は 863,136 千円となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりで

あります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動による資金につきましては、税金等調整前中間純利益

226,969 千円、売上債権の減少額 74,417 千円およびその他の資産の減少額 36,629 千円が、たな卸資

産の増加額 120,821 千円や法人税等の支払額 129,463 千円を上回ったことなどにより、172,539 千円

の増加となりました。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動による資金につきましては、有形固定資産の取得による支出

181,859 千円や無形固定資産の取得による支出 68,919 千円などにより、250,739 千円の減少となりま

した。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動による資金につきましては、長・短期借入れによる収入 

960,000 千円が、長・短期借入金の返済による支出 429,697 千円および配当金の支払額 67,900 千円な

どを上回ったため、442,403 千円の増加となりました。 
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③ キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

キャッシュ・フロー指標等のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 44.3 47.8 44.9 47.4 41.8 

時価ベースの自己資本

比率（％） 

 

141.6 

 

128.8 

 

99.6 

 

91.9 

 

47.4 

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 

 

448.3 

 

214.4 

 

823.9 

 

164.6 

 

283.9 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 

 

12.11 

 

30.7 

 

11.3 

 

32.9 

 

24.3 

 自己資本比率：自己資本／総資本 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は、中間連結(連結)

貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また利払いにつきましては、中間連結(連結)キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

※ キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算

するため２倍にしております。 

※ 当社は平成 19 年３月決算期より連結財務諸表の作成を行っているため、平成 18 年３月期の中間、

平成 18 年３月期の期末および平成 19 年３月期の中間につきましては、個別の数値を使用しており

ます。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

株主への配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定配当

を維持していくことを念頭におき、当期の収益状況や今後の見通し、配当性向などを総合的に勘案し

て決定すべきものと考えております。 

当期の中間配当金につきましては前期同様配当を行わず、年間配当予定総額である１株当たり 35

円を期末配当として実施する予定であります。 

内部留保金につきましては、企業基盤の強化、今後の事業の拡充、戦略的な事業投資等に充てるこ

とにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図るなど株主の皆様のご期待に沿うよう努めてまい

ります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社および子会社 1社で構成され、ソフトウエア開発およびＳＩサービスを主た

る業務としております。更にコンピュータ機器等の商品販売、ＷＥＢサイトの運営、ソフトウエアプ

ロダクト開発販売等も行う総合情報サービス業であります。 

当社グループの種類別事業内容および当社と子会社の当該事業に係わる位置付けは次のとおりで

あります。 

 

区分 種類別事業内容 主な関係会社 

ソフトウエア開発業務 特定ユーザー向けの「オーダーメイド型」の

プログラム作成やソフトウエア保守等。 

当社 

ＳＩサービス業務 システム構築を一括して提供するサービス。

システム構築用ハードウエア等を含む。 

当社 

商品販売 情報機器、ソフトウエア等の商品仕入れ販売。 当社 

ソフトウエアプロダクト業務 不特定ユーザー向けのプログラム作成、販売

および保守等。 

イリイ株式会社 

その他 ＷＥＢサイトの運営等。 当社 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

顧　　客

（連結子会社）

イリイ株式会社
ソフトウエアプロダクト

コンピュータメーカー 大手ソフトウエア業者

（当社）　株式会社システムリサーチ
ソフトウエア開発・ＳＩサービス・商品販売・ソフトウエアプロダクト ＷＥＢサイト運営

出店業者

消費者

ビジネスパートナー（協力会社） 仕入先

ソフトウエアおよび

ハードウエアの仕入
外注先

100％

取引関係

資本関係
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３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、独立系企業として顧客の企業系列や使用しているハードウエアの制約を受けるこ

となく様々な業種・業態のシステム構築に携わり確かな技術力とノウハウを蓄積しております。 

これらの技術を基に常に顧客の抱える問題に最適なソリューションを提供し続けることを企業の使

命とし、収益基盤の拡大と企業の発展・継続を実現するため、①時流に乗る経営、②衆知を集める経

営、③運命共同体の経営、④高能率・高配分の経営、⑤顧客志向の経営を経営理念としております。 

今後、ネットワーク技術や情報処理技術が急進展するなかで、ＩＴニーズの高度化・多様化に応え

るため、①システムインテグレーション技術の向上を目指し最先端技術力の習得に努める、②ＩＳＯ

９００１認証取得のノウハウに基づき品質管理の強化を図る、③ＩＳＯ２７００１（情報セキュリテ

ィマネジメントシステム）コンセプトに基づいた実施・運用により情報セキュリティレベルの向上を

図る、④ＩＴＳＳ（ＩＴスキル・スタンダード）をベースにキャリアパスを明確にし、技術力の向上

を目指すなどにより、お客様、株主、投資家の皆様の信頼に応え、高成長、高収益の会社創りを目指

すことを経営の基本方針としております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

株主資本純利益率（ＲＯＥ）を最重要の経営指標として重視しております。 

株主から預かった資本を元手にどれだけの利益を確保できたか、その上昇度を経営目標として取り

組んでおります。 

なお、当中間連結会計期間における株主資本純利益率（ＲＯＥ）は 7.5％であります。 

 

(3) 中長期的な経営戦略 

当業界をとりまく環境は、ＩＴ（情報技術）の進展とともに大きく変化しております。 

これらＩＴの活用は、世界的な規模で急激かつ大幅な社会経済構造の変化をもたらしております。

個々の企業においては、これらの変化に対応した、新しい時代に見合った新業務への対応、既存業務

の合理化・効率化、企業内での情報共有などの目的から情報化投資へのニーズは高まっている状況に

あります。このような事業環境のなかで、当社の経営理念に掲げている「時流に乗る経営」に基づい

た経営戦略は、①東京地区における事業規模の拡大、②企業基盤の安定化を目指したストックビジネ

ス(注１)の展開、③徹底したＰＲＭ（プロジェクトリスク管理）活動の推進、④システム開発におけ

る大幅な生産性の向上、⑤開発コストの削減、⑥インターネット事業「ネットでショップもうかルン

バ」の顧客獲得等であります。 

当社グループは、情報サービス事業者として常に自己革新を怠らず、技術力、マーケッティング力

の強化、専門性の向上などに取り組み、お客様の経営課題に的確に対応する高品質のソリューション・

サービスの提供に努めてまいります。 

 

（注１） 当社の定義では、概ね継続的に売上が計上でき、安定収益となるビジネスを指します。具体的には、シ 

ステムの保守・メンテナンス業務、ネット利用による受託計算業務、アウトソーシングなどであります。 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

(4) 対処すべき課題 

当社グループの属する情報サービス業界は、携帯電話の高機能化、情報家電の普及、ブロードバン

ドの急速な普及などによって、あらゆる「モノ」「サービス」がボーダレスな情報ネットワークと結び

つきユビキタス社会の実現を加速しております。このような状況のなか、企業は「業務プロセスの改

善」や「営業力・提案力の強化」等企業競争力確保に向けた情報化投資を活発に進めている状況にあ

ります。当社としましては、このような企業のビジネス課題に対する提案力、コンサルティングの強

化に努め、顧客の期待レベルを超えるサービスの実現を目指し、サービスの品質の向上に取り組み、

経営基盤の安定化と事業拡大に向けて次の５項目を重要な経営課題として取り組んでまいります。 

① 品質の向上 

ＩＳＯ９００１に基づいた品質管理の強化に取り組んでまいります。 

② 安全性・信頼性の向上 

ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）コンセプトに基づいた実施・運

用により情報セキュリティレベルの向上を図ってまいります。 

③ 技術力の向上 

ＩＴＳＳ（ＩＴスキルスタンダード）をベースにしたキャリアパスを明確にし、ＳＩ（システ

ムインテグレーション）技術の向上に努めてまいります。 

④ 収益性の向上 

赤字プロジェクト、低収益プロジェクトの管理強化を図ってまいります。 

⑤ 経営上のリスク管理 

コンプライアンス（法令遵守）、自然災害に対するリスクマネジメントの徹底に努めてまいり

ます。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  888,174 523,961 

２ 受取手形及び売掛金  1,530,386 1,598,416 

３ たな卸資産  265,303 144,482 

４ その他の流動資産  168,361 143,735 

貸倒引当金  △282 △286 

流動資産合計  2,851,944 70.0  2,410,309 69.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1,2 197,793 199,855 

(2) 土地 ※2 604,806 435,156 

(3) その他の有形固定資産 ※1 22,135 21,935 

有形固定資産合計  824,736 20.2 656,947 18.9

２ 無形固定資産   

(1) のれん  74,770 84,109 

(2) その他の無形固定資産  113,123 60,279 

無形固定資産合計  187,894 4.6 144,389 4.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  38,507 47,697 

(2) その他の 
投資その他の資産  175,760 226,985 

貸倒引当金 △4,305 △4,305 

投資その他の資産合計 209,963 5.2 270,378 7.8

固定資産合計 1,222,593 30.0  1,071,715 30.8

資産合計 4,074,537 100.0  3,482,024 100.0
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当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  554,060 537,698 

２ 一年内償還予定の社債  20,000 40,000 

３ 短期借入金 ※2 553,936 206,024 

４ 未払法人税等  121,221 143,750 

５ 賞与引当金  251,350 228,576 

６ その他の流動負債  308,666 300,031 

流動負債合計  1,809,234 44.4  1,456,079 41.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※2 406,074 223,683 

２ 退職給付引当金  138,162 132,044 

３ 役員退職慰労引当金  ― 19,926 

４ 長期未払金  18,926 ― 

固定負債合計  563,163 13.8  375,654 10.8

負債合計  2,372,398 58.2  1,831,734 52.6

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  477,400  477,400

２ 資本剰余金  444,800  444,800

３ 利益剰余金  769,067  711,759

株主資本合計  1,691,267 41.5  1,633,959 46.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券 
評価差額金  10,872  16,330

評価・換算差額等合計  10,872 0.3  16,330 0.5

純資産合計  1,702,139 41.8  1,650,290 47.4

負債純資産合計  4,074,537 100.0  3,482,024 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 

  
当中連結間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高  3,774,104 100.0  6,702,075 100.0

Ⅱ 売上原価  2,877,456 76.2  5,195,631 77.5

売上総利益  896,647 23.8  1,506,444 22.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 663,063 17.6  1,049,012 15.7

営業利益  233,584 6.2  457,431 6.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  98 78 

２ 受取配当金  175 210 

３ 受取家賃  473 944 

４ 受取手数料  720 920 

５ 利息返還収入  224 ― 

６ その他の営業外収益  65 1,756 0.0 854 3,007 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6,525 8,736 

２ その他の営業外費用  652 7,178 0.2 3,663 12,400 0.2

経常利益  228,162 6.0  448,039 6.6

Ⅵ 特別利益   

１ 事務所移転補償収入  18,620 ― 

２ その他の特別利益  1,051 19,671 0.5 78 78 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損  ― 47 

２ 固定資産除却損 ※2 187 1,289 

３ 保険積立金解約損  7,109 ― 

４ 事務所移転費用  13,567 20,865 0.5 ― 1,336 0.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 226,969 6.0  446,780 6.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 112,776 206,281 

法人税等調整額  △11,015 101,760 2.7 △22,738 183,542 2.7

少数株主利益  ― ―  565 0.0

中間(当期)純利益  125,208 3.3  262,671 3.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 
 

 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 711,759 1,633,959 16,330 1,650,290

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △67,900 △67,900  △67,900

 中間純利益 125,208 125,208  125,208

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△5,458 △5,458

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 57,308 57,308 △5,458 51,849

平成19年９月30日残高(千円) 477,400 444,800 769,067 1,691,267 10,872 1,702,139

 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年 3月 31 日) 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 497,587 1,419,787 20,473 1,440,260

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △48,500 △48,500  △48,500

 当期純利益 262,671 262,671  262,671

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

△4,142 △4,142

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 214,171 214,171 △4,142 210,029

平成19年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 711,759 1,633,959 16,330 1,650,290

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  226,969 446,780

２ 減価償却費  25,405 39,388

３ のれん償却額  9,339 9,284

４ 貸倒引当金の減少額  △        4 △       78

５ 賞与引当金の増加額  22,774 11,176

６ 退職給付引当金の増加額  6,118 11,750

７ 役員退職慰労引当金の増減額 
(△は減少額) 

 △   19,926 2,000

８ 受取利息及び受取配当金  △      273 △      288

９ 支払利息  6,525 8,736

10 固定資産売却損  ― 47

11 固定資産除却損  187 1,289

12 投資有価証券売却益  △       47 ―

13 保険積立金解約損  7,109 ―

14 売上債権の増減額(△は増加額)  74,417 △  199,706

15 たな卸資産の増減額(△は増加額)  △  120,821 3,132

16 仕入債務の増加額  15,801 84,803

17 その他の資産の増減額(△は増加額)  36,629 △   29,497

18 その他の負債の増加額  18,659 58,923

小計  308,863 447,743

19 利息及び配当金の受取額  222 255

20 利息の支払額  △    7,082 △    8,668

21 法人税等の支払額  △  129,463 △  154,105

営業活動によるキャッシュ・フロー  172,539 285,225

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期性預金の預入れによる支出  △       10 △        1

２ 投資有価証券の取得による支出  ― △    3,047

３ 投資有価証券の売却による収入  50 ―

４ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による支出 

※２ ― △  170,619

５ 関係会社株式の取得による支出  ― △   10,500

６ 有形固定資産の取得による支出  △  181,859 △   15,127

７ 有形固定資産の売却による収入  ― 10

８ 無形固定資産の取得による支出  △   68,919 △   14,971

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  250,739 △  214,256
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当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入れによる収入  360,000 760,000

２ 短期借入金の返済による支出  △  225,000 △  810,000

３ 長期借入れによる収入  600,000 400,000

４ 長期借入金の返済による支出  △  204,697 △  235,072

５ 社債の償還による支出  △   20,000 △  240,000

６ 配当金の支払額  △   67,900 △   48,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  442,403 △  173,572

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
(△は減少額) 

 364,202 △  102,602

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  498,933 601,536

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 863,136 498,933
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 イリイ株式会

社 

 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 イリイ株式会

社 

(注)イリイ株式会社は平成18年10

月２日の株式取得に伴い当連

結会計年度より連結子会社と

なりました。なお、みなし取得

日は平成18年10月１日として

連結しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 非連結子会社および関連会社はあ

りませんので、該当事項はありませ

ん。 

 

同左 

３ 連結子会社の(中間)決算日等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。 

連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項   

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価

法 

 

②たな卸資産 

商品・製品・材料・仕掛品 

個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

同左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

建物以外 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       15～38年 

 

①有形固定資産 

建物(建物附属設備を除く) 

同左 

建物以外 

同左 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       15～38年 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （会計方針の変更） 

当社および連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結会

計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却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

は軽微であります。 

 

（追加情報） 

  当社および連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産につい

て、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等消

却し、減価償却費に含めて計上し

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。 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 ②無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエア 

残存有効期間(見込有効期間

３年)に基づく均等配分額を

下限とした、見込販売数量に

基づく償却方法 

自社利用のソフトウエア 

社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法

②無形固定資産 

市場販売目的のソフトウエア 

同左 

 

 

 

自社利用のソフトウエア 

同左 

 ③長期前払費用 

均等償却 

③長期前払費用 

同左 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権お

よび破産更生債権等については

個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間連結会計期間に負担

すべき支給見込額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しておりま

す。 

 ③退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務および年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しております。

過去勤務債務は、発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額を費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

③退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務および年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

過去勤務債務は、発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額を費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

 ④役員退職慰労引当金 

――――――― 

 

 

 

 

（追加情報） 

  連結子会社において平成19年

６月11日開催の定時株主総会終

結の時をもって、役員に対する退

職慰労金制度を廃止するととも

に、同定時株主総会において同退

職慰労金の打ち切り支給の承認

を受けております。 

これに伴い、役員退職慰労引当

金の残高は全額取崩し、打ち切り

支給額の未払い分18,926千円に

ついては固定負債に「長期未払

金」として表示しております。 

 

④役員退職慰労引当金 

  連結子会社において役員の退

職慰労金の支出に備えるため、役

員退職金内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 

――――――― 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(4) 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

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

準じた会計処理によっております。

 

 同左 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理を

採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息 

③ヘッジ方針 

当社の内部規程である「デリバ

ティブ取引取扱規則」に基づき、

金利変動リスクを軽減すること

を目的に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、ヘッジ有効

性評価を省略しております。 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(6) その他中間連結財務諸表(連結

財務諸表作成)のための重要な

事項 

 

消費税等の会計処理方法 

税抜処理を採用しております。 

 

消費税等の会計処理方法 

同左 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書(連結キャッシュ・フロー

計算書)における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金および随時引き出

し可能な預金からなっております。

 

 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金および随時引き出し可

能な預金からなっております。 

 

― 18 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 
 

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は287,340千円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は286,094千円で

あります。 

 

 

――――――― 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 159,937千円

土地 371,012千円

合計 530,949千円

 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 80,200千円

長期借入金 106,800千円

合計 187,000千円

  

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

役員報酬 76,490千円

給与手当 222,199千円

賞与引当金繰入額 53,602千円

退職給付費用 7,255千円

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

役員報酬 150,100千円

給与手当 318,512千円

賞与引当金繰入額 53,335千円

退職給付費用 10,584千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,000千円

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 187千円

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 217千円

工具、器具及び備品 587千円

ソフトウエア 483千円

合計 1,289千円
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 
増加(株) 減少(株) 

当中間連結会計期間末

(株) 

普通株式 1,940,000 ― ― 1,940,000 

 

２ 配当に関する事項 

    配当金支払額 

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 

平成 19年６月 25日
定時株主総会 

普通株式 67,900 35 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 26 日

 

 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 
増加(株) 減少(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 970,000 970,000 ― 1,940,000 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 平成 18 年 10 月１日付株式分割による増加 970,000 株 

 

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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 

平成 18年６月 26日
定時株主総会 

普通株式 48,500 50 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 26 日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年６月25日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 67,900 35 平成 19年３月 31日平成 19年６月 26日

 

 

― 20 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

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 888,174千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△ 25,038千円

現金及び現金同等物 863,136千円

  
  

――――――― 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

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 523,961千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△ 25,028千円

現金及び現金同等物 498,933千円

  

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりで

あります。 

イリイ株式会社（平成18年10月１日現在） 

流動資産 342,090千円

固定資産 62,037千円

のれん 92,849千円

流動負債 △98,332千円

固定負債 △63,426千円

少数株主持分 △9,388千円

イリイ株式会社株式の取得価額 325,830千円

イリイ株式会社の 
現金及び現金同等物 

△155,210千円

差引：イリイ株式会社 
取得のための支出 

170,619千円

  

 

― 21 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)、前連結会計年度(自平成18年４月１日 至

平成 19 年３月 31 日) 

当社グループは単一のセグメントのため、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)、前連結会計年度(自平成18年４月１日 至

平成 19 年３月 31 日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)、前連結会計年度(自平成18年４月１日 至

平成 19 年３月 31 日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 
 

 (１株当たり情報) 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 877円39銭 850円67銭

１株当たり当期純利益 64円54銭 135円40銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

――――――― 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

当社は、平成 18 年 10 月１日付で

普通株式１株に対し２株の割合で株

式分割を行っております。 

当連結会計年度は連結初年度であ

るため、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における(１株当たり情報)の各

数値は省略しております。 

 

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（千円） 
1,702,139 1,650,290 

普通株式に係る純資産額（千円） 1,702,139 1,650,290 

普通株式の発行済株式数（株） 1,940,000 1,940,000 

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） 
1,940,000 1,940,000 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益 

(千円) 
125,208 262,671

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 125,208 262,671

普通株式の期中平均株式数(株) 1,940,000 1,940,000

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につい

ては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

５．中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 781,115 763,282 340,296 

２ 受取手形 9,526 11,217 10,681 

３ 売掛金 1,171,677 1,374,735 1,445,757 

４ たな卸資産 317,578 246,926 131,728 

５ その他の流動資産 128,629 148,987 126,028 

貸倒引当金 △118 △138 △145 

流動資産合計  2,408,410 72.7 2,545,011 64.9  2,054,345 61.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 198,237 193,672 199,435 

(2) 土地 435,156 604,806 435,156 

(3) その他の有形固定資産 4,303 6,747 8,239 

有形固定資産合計 637,697 19.3 805,226 20.5 642,831 19.4

２ 無形固定資産 47,606 1.4 60,370 1.6 41,702 1.3

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 47,518 38,507 47,697 

(2) 関係会社株式 ― 336,330 336,330 

(3) その他の 
投資その他の資産 

173,651 140,466 198,494 

貸倒引当金 △4,305 △4,305 △4,305 

投資その他の資産合計 216,863 6.6 510,998 13.0 578,216 17.4

固定資産合計  902,167 27.3 1,376,596 35.1  1,262,750 38.1

資産合計  3,310,578 100.0 3,921,607 100.0  3,317,095 100.0
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 459,376 520,476 517,120 

２ 一年内償還予定の社債 40,000 20,000 40,000 

３ 短期借入金 383,344 553,936 206,024 

４ 未払法人税等 91,511 118,970 140,531 

５ 賞与引当金 201,300 225,500 197,000 

６ その他の流動負債 228,847 270,833 260,652 

流動負債合計  1,404,379 42.4 1,709,716 43.6  1,361,328 41.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 20,000 ― ― 

２ 長期借入金 317,345 406,074 223,683 

３ 退職給付引当金 81,180 92,662 86,544 

固定負債合計  418,525 12.7 498,736 12.7  310,227 9.4

負債合計  1,822,905 55.1 2,208,453 56.3  1,671,555 50.4

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  477,400 477,400  477,400

２ 資本剰余金   

資本準備金 444,800 444,800 444,800 

資本剰余金合計  444,800 444,800  444,800

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 14,305 14,305 14,305 

(2) その他利益剰余金   

別途積立金 330,000 430,000 330,000 

繰越利益剰余金 203,133 335,776 362,703 

利益剰余金合計  547,438 780,081  707,009

株主資本合計  1,469,638 44.4 1,702,281 43.4  1,629,209 49.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  18,034 10,872  16,330

  評価・換算差額等合計  18,034 0.5 10,872 0.3  16,330 0.5

純資産合計  1,487,673 44.9 1,713,153 43.7  1,645,539 49.6

負債純資産合計  3,310,578 100.0 3,921,607 100.0  3,317,095 100.0

    

― 25 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

(2) 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,833,980 100.0 3,396,912 100.0  6,281,889 100.0

Ⅱ 売上原価  2,284,047 80.6 2,748,553 80.9  5,073,362 80.8

売上総利益  549,933 19.4 648,358 19.1  1,208,527 19.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  375,192 13.2 393,411 11.6  757,975 12.1

営業利益  174,740 6.2 254,946 7.5  450,551 7.1

Ⅳ 営業外収益  808 0.0 1,069 0.0  2,464 0.1

Ⅴ 営業外費用  6,096 0.2 7,178 0.2  11,801 0.2

経常利益  169,452 6.0 248,837 7.3  441,214 7.0

Ⅵ 特別利益  5 0.0 54 0.0  ― ―

Ⅶ 特別損失  ― ― 7,109 0.2  701 0.0

税引前中間 
(当期)純利益 

 169,457 6.0 241,782 7.1  440,513 7.0

法人税、住民税 
及び事業税 

85,296 111,825 205,330 

法人税等調整額 △14,189 71,106 2.5 △11,015 100,809 3.0 △22,738 182,591 2.9

中間(当期)純利益  98,351 3.5 140,972 4.1  257,921 4.1
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 230,000 253,282

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △48,500

 別途積立金の積立て（注） 100,000 △100,000

 中間純利益  98,351

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 100,000 △50,148

平成18年９月30日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 330,000 203,133

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 
 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

その他有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 497,587 1,419,787 20,473 1,440,260

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △48,500 △48,500  △48,500

 別途積立金の積立て（注） ― ―  ―

 中間純利益 98,351 98,351  98,351

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△2,438 △2,438

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

49,851 49,851 △2,438 47,412

平成18年９月30日残高(千円) 547,438 1,469,638 18,034 1,487,673
 
（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 330,000 362,703

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △67,900

 別途積立金の積立て 100,000 △100,000

 中間純利益  140,972

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 100,000 △26,927

平成19年９月30日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 430,000 335,776

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 
 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

その他有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 707,009 1,629,209 16,330 1,645,539

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △67,900 △67,900  △67,900

 別途積立金の積立て ― ―  ―

 中間純利益 140,972 140,972  140,972

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△5,458 △5,458

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

73,072 73,072 △5,458 67,614

平成19年９月30日残高(千円) 780,081 1,702,281 10,872 1,713,153

 

― 28 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年 3 月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 230,000 253,282

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △48,500

 別途積立金の積立て（注） 100,000 △100,000

 当期純利益  257,921

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 100,000 109,421

平成19年３月31日残高(千円) 477,400 444,800 14,305 330,000 362,703

 

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 
 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

その他有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 497,587 1,419,787 20,473 1,440,260

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △48,500 △48,500  △48,500

 別途積立金の積立て（注） ― ―  ―

 当期純利益 257,921 257,921  257,921

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) 

△4,142 △4,142

事業年度中の変動額合計(千円) 209,421 209,421 △4,142 205,279

平成19年３月31日残高(千円) 707,009 1,629,209 16,330 1,645,539

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

― 29 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前中間純利益 169,457 

２ 減価償却費 14,164 

３ 貸倒引当金の減少額 △        5 

４ 賞与引当金の増加額 25,300 

５ 退職給付引当金の増加額 6,386 

６ 受取利息及び受取配当金 △      190 

７ 支払利息 3,767 

８ 売上債権の減少額 56,415 

９ たな卸資産の増加額 △   175,303 

10 仕入債務の増加額 22,089 

11 未払消費税等の減少額 △   18,389 

12 その他の資産の増加額 △   17,719 

13 その他の負債の増加額 46,225 

小計 132,199 

14 利息及び配当金の受取額 194 

15 利息の支払額 △    4,084 

16 法人税等の支払額 △   82,149 

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,160 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期性預金の預入れによる支出 △        1 

２ 有形固定資産の取得による支出 △    1,311 

３ 無形固定資産の取得による支出 △    7,706 

投資活動によるキャッシュ・フロー △    9,019 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入れによる収入 300,000 

２ 短期借入金の返済による支出 △  212,000 

３ 長期借入れによる収入 400,000 

４ 長期借入金の返済による支出 △  102,090 

５ 社債の償還による支出 △  220,000 

６ 配当金の支払額 △   48,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,410 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 154,551 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 601,536 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 756,087 

  

（注） 当社は前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、当中間連結会計期間および前連結会

計年度のキャッシュ・フロー計算書関連項目については、中間連結財務諸表に記載しております。 
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㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

６．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 業務区分 

生産高(千円) 

ＳＩサービス業務 2,395,895 

ソフトウエア開発業務 1,152,530 

ソフトウエアプロダクト業務 310,428 

その他 1,949 

合   計 3,860,804 

（注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

(2) 外注実績 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 業務区分 

外注高(千円) 

ＳＩサービス業務 1,023,067 

ソフトウエア開発業務 441,771 

ソフトウエアプロダクト業務 22,614 

その他 42 

合   計 1,487,495 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

(3) 仕入実績 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 業務区分 

仕入高(千円) 

商品販売 89,476 

（注）１ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

― 31 ― 



 

㈱システムリサーチ（3771） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 

 

(4) 受注実績 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 業務区分 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

ＳＩサービス業務 2,621,974 1,002,686 

ソフトウエア開発業務 1,241,760 231,587 

ソフトウエアプロダクト業務 344,950 72,434 

合   計 4,208,685 1,306,707 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

(5) 販売実績 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 業務区分 

販売高(千円) 

ＳＩサービス業務 2,234,462 

ソフトウエア開発業務 1,152,530 

ソフトウエアプロダクト業務 272,516 

商品販売 112,645 

その他 1,949 

合   計 3,774,104 

（注）１ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

  

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月31日） 相手先 

販売高 

(千円) 

割合 

(％) 

東芝ソリューション㈱ 457,791 12.1 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前年第３四半期より連結財務諸表の作成を行っておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 
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