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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,788 ― 47 ― 50 ― 15 ―

20年3月期第1四半期 1,922 3.0 18 ― 34 ― 17 964.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2.14 ―

20年3月期第1四半期 2.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 6,949 2,653 33.7 323.35
20年3月期 7,223 2,688 32.9 328.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,340百万円 20年3月期  2,376百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.50 ― 6.50 13.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 6,000 ― 230 ― 250 ― 130 ― 17.96
通期 13,000 36.3 620 12.1 650 11.7 330 4.6 45.59

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月12日発表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,600,000株 20年3月期  7,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  362,330株 20年3月期  362,330株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,237,670株 20年3月期第1四半期  7,239,200株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、原油や資材価格等の高騰により、米国だけでなくアジア諸国

においても景気減速が加速したことにより、企業業績にも少しずつ陰りが見えてきました。 

当情報サービス産業におきましても、これら企業業績低下の影響が少しずつ出てきており今後のＩ

Ｔ投資を控えるなど先行き不透明感が増してまいりました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、中期経営計画の２年目として前期に続き以

下の施策を進めるとともに、グループの事業戦略を明確化するため、子会社である株式会社日本シス

テムリサーチのシステム開発要員を４月１日付けで当社へ転籍させ、システム開発事業の体制の強化

をはかりました。 

① ワンストップサービス体制の強化による、新規顧客、業務の獲得 

② オフショア活用も含めた、グループとしての開発体制の強化 

③ パッケージベンダーとの関係強化によるパッケージ事業の事業化推進 

④ 受注時審査とプロジェクト推進監視強化による利益率の向上 

⑤ 株式会社ゼクシスとの経営情報共有によるシナジー効果向上 

これらの結果、当社単独では前期の好調を維持するとともに、株式会社ゼクシスが連結業績に加わ

ることで、当第１四半期における売上高、営業利益、経常利益を大幅に伸ばすことができましたが、

のれんの償却等により四半期純利益は微減となりました。 

また前期よりサービス基盤を整備するために進めておりました、ＩＴＳＭＳ（※１）の認証は４月

に取得できました。これにより、サポート＆サービス事業におけるサービスについて一定の評価が得

られるものと思われます。 

以上により、当連結会計年度第１四半期の売上高は2,788百万円（前年同期比45.0％増）、営業利益

は47百万円（前年同期比158.9％増）、経常利益は50百万円（前年同期比44.2％増）、四半期純利益は

15百万円（前年同期比10.3％減）となりました。 

（※１）ＩＴＳＭＳ（IT Service Management System） 

ＩＴＳＭＳ適合性評価制度は、ISO/IEC 20000-1：2005を認証規格としたITサービスの運用管理が一定の

品質で提供されていることを第三者が認証する制度の事です。 

 

セグメント別の概況につきましては、システム開発事業は、ＩＴ投資が縮小する状況のなか既存顧

客に対する積極提案により順調に受注を拡大する事ができました。また、株式会社ゼクシスの業績が

加わったことにより、売上高1,528百万円（前年同期比40.7％増）、売上総利益256百万円（前年同期

比14.8％増）となりました。 

サポート＆サービス事業は、今まで要員不足で要望に応えられなかった業務が、要員の確保が順調

に進んだことや、ＩＴＳＭＳの取得でサービス品質に一定の評価が得られ、マネージドサービスセン

ター業務（※２）が順調に獲得できたこと、また、株式会社ゼクシスの業績が加わったことにより、

売上高634百万円（前年同期比61.5％増）、売上総利益91百万円（前年同期比41.0％増）となりました。 

（※２）マネージドサービスセンター 

このサービスは、お客様のシステム運用部門に代わり24時間365日障害対応やシステム運用・保守まで、

お客様のＩＴインフラ全体をサポートするものです。 

 

パーキングシステム事業は、新規大型案件は受注までに時間がかかり第１四半期での売上には結び

ついておりませんが、既存駐輪場の機器老朽化による入れ替え需要が順調に伸びたことや、自治体の

指定管理駐輪場、その他受託管理駐輪場が安定的に収益を確保できたことに加え、新型ラックや精算

機の原価低減が寄与し、売上高572百万円（前年同期比42.2％増）、売上総利益117百万円（前年同期

比193.2％増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期の財政状態は以下のとおりであります。 

総資産は、前連結会計年度末に比べ273百万円減少し、6,949百万円となりました。減少した主なもの

は、受取手形及び売掛金の600百万円、現金及び預金の138百万円であります。一方、増加した主なもの

は、投資その他の資産の240百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ238百万円減少し、4,295百万円となりました。減少した主なものは、

未払法人税等の335百万円、短期借入金の162百万円であります。 

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ35百万円減少し、2,653百万円となり、自己資本比率は、

前連結会計年度末の32.9％から33.7％となっております。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱や石油などの資

源価格高騰による世界的な企業業績の低下懸念が払拭できないまま推移すると思われます。 

当情報サービス産業におきましても、わが国経済の減速傾向により企業のＩＴ投資に慎重な動きが

増してきており、前期からの好調さを維持することは厳しい状況であると思われます。 

このような状況のもと、当社グループのシステム開発事業におきましては、今まで培ってきた技術・

業務ノウハウを活用した提案活動により、既存顧客の継続的案件および新規案件を確実に獲得すると

ともに、パッケージソリューションを武器として新規顧客案件の獲得に注力し、受注拡大に努めてま

いります。 

サポート＆サービス事業におきましても、既存顧客の安定的な業務受注を柱に、新サービスのマネ

ージドサービスセンター業務を着実に増やし、当業務において品質の高い効率的運用を行うことで、

お客様の満足度を高めてまいります。 

パーキングシステム事業におきましては、原油の高騰や環境問題の高まりから自転車の利用が促進

されており、既存駐輪場の利用率が向上するものと思われます。また、既存駐輪場の老朽化対策での

機器入れ替え需要や駐輪場不足に対する新規駐輪場ニーズの増加を追い風に、積極的営業活動を推進

することで受注拡大に努めてまいります。 

以上により、今期業績については平成20年５月12日公表した平成20年３月期決算短信における次期

見通しの連結業績予想に変更はありません。 

 

 

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） 

    該当事項はありません。 

 

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 1. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計

期間を含む年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

もり税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によって

おります。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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 （3）四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

1. ｢四半期財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基

準第 12 号）及び｢四半期財務諸表に関する適用指針｣（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14

日 企業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 また、｢四半期連結財務諸表規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

2. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  ｢棚卸資産の評価に関する会計基準｣（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基

準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

3. リース取引に関する会計基準等の適用 

 ｢リース取引に関する会計基準｣（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終改正平成 19

年３月 30 日企業会計基準第 13 号）及び｢リース取引に関する会計基準の適用指針｣（企業会計

基準委員会 平成６年１月 18 日 終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準適用指針第 16

号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用することとしております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 
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５.四半期連結財務諸表 

 （1）四半期連結貸借対照表 

                                     （単位：千円） 

 
 当第１四半期連結会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,202,337 2,341,184

  受取手形及び売掛金 1,531,739 2,132,688

  仕掛品 388,849 203,166

  その他 358,658 321,380

  流動資産合計 4,481,585 4,998,419

 固定資産 

  有形固定資産 653,821 670,907

  無形固定資産 

   のれん 178,215 184,816

   その他 152,855 127,193

  無形固定資産合計 331,070 312,010

  投資その他の資産 1,482,899 1,241,929

  固定資産合計 2,467,792 2,224,847

 資産合計 6,949,377 7,223,267

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 401,936 530,696

  短期借入金 629,200 791,591

  一年以内返済予定長期借入金 86,560 62,060

  一年以内償還予定社債 180,000 180,000

  未払法人税等 28,283 363,839

  賞与引当金 247,940 389,160

  その他 810,351 388,503

  流動負債合計 2,384,272 2,705,850

 固定負債 

  社債 420,000 480,000

  長期借入金 55,190 101,330

  退職給付引当金 970,889 950,517

  役員退職慰労引当金 277,628 274,365

  その他 187,847 22,648

  固定負債合計 1,911,555 1,828,860

 負債合計 4,295,827 4,534,711

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 438,750 438,750

  資本剰余金 568,668 568,668

  利益剰余金 1,432,953 1,475,352

  自己株式 △129,013 △129,013

  株主資本合計 2,311,358 2,353,756

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 28,085 21,281

  為替換算調整勘定 871 1,635

  評価・換算差額等合計 28,957 22,917

 少数株主持分 313,234 311,882

 純資産合計 2,653,549 2,688,556

 負債純資産合計 6,949,377 7,223,267
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（2）四半期連結損益計算書 

                       （単位：千円） 

 
 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

  至 平成 20 年６月 30 日) 

売上高 2,788,844

売上原価 2,321,830

売上総利益 467,013

販売費及び一般管理費 419,495

営業利益 47,517

営業外収益 

 受取利息 946

 受取配当金 1,611

家賃収入 2,511

 雑収入 3,358

 営業外収益合計 8,428

営業外費用 

 支払利息 4,323

 雑損失 1,575

 営業外費用合計 5,898

経常利益 50,047

特別利益 

 貸倒引当金戻入益 450

 その他 155

 特別利益合計 605

特別損失 

 固定資産除却損 4,350

 特別損失合計 4,350

税金等調整前四半期純利益 46,302

法人税等 25,223

少数株主利益 5,576

四半期純利益 15,502
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当連結会計年度より｢四半期財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第 12 号）及び｢四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、｢四

半期連結財務諸表規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（3）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 

 

 ｢参考資料｣ 

  （要約）前四半期連結損益計算書 

                        （単位：千円） 

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日)  

金  額 

Ⅰ 売上高 1,922,862

Ⅱ 売上原価 1,590,117

売上総利益 332,745

Ⅲ 販売費及び一般管理費 314,389

 営業利益 18,355

Ⅳ 営業外収益 18,731

Ⅴ 営業外費用 2,384

 経常利益 34,703

Ⅵ 特別利益 3,172

税金等調整前四半期純利益 37,875

税金費用 20,592

四半期純利益 17,282
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