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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） 

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

(2) 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 4,824 ― 162 ― 187 ― 102 ―

20年3月期第1四半期 5,000 7.0 493 110.2 508 108.4 298 117.0

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 6.35 ―

20年3月期第1四半期 18.41 ―

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 17,411 11,423 65.6 705.15
20年3月期 18,164 11,793 64.9 728.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,423百万円 20年3月期  11,793百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 30.00

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 10,028 ― 694 ― 724 ― 405 ― 25.00
通期 24,000 1.9 2,520 0.8 2,570 1.3 1,460 6.2 90.12

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４月30日に発表しました通期連結業績予想に変更はありません。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、本資料の発表日現在 
において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
(2) 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  16,200,000株 20年3月期  16,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  16,200,000株 20年3月期第1四半期  16,198,000株



【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、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・穀物等原材料価格

の高騰による物価上昇等により、景気の減速傾向は一層強まり、先行きの不透明感が強まる展開となりました。

　情報サービス業界におきましては、金融業向け受託ソフトウェア開発の増加や、企業における計算事務受託・シ

ステム等管理運営受託等の増加により、業界全体としては緩やかな成長が続いておりますが、景気低迷による企業

のIT投資の減少が懸念される状況になってまいりました。

　このような状況の中、当社グループは、金融システム事業、流通システム事業、人事・給与業務のアウトソーシ

ングサービスであるBulas（ビューラス）を中心とするBPO事業および自社開発の通信ミドルウェアの販売・ソリュー

ション等を提供するHULFT（ハルフト）事業を積極的に展開しました。また生産性向上、営業力強化、管理・牽制機

能強化に注力するとともに、各部門の業務執行状況について代表取締役による月次レビューを実施し、事業計画の

進捗管理、迅速な意思決定、効率的な業務を行うことで企業基盤の確立に努めてまいりました。

　こうした事業活動の結果、当第１四半期における連結売上高は4,824百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益は

162百万円（同67.1％減）、経常利益は187百万円（同63.2％減）、四半期純利益は102百万円（同65.5％減）となり

ました。

　当第１四半期における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 

　①システム構築・運用事業

　　システム構築・運用事業につきましては、新規顧客開拓のための営業活動が実を結びはじめ、流通システム

事業においては新規顧客に対するソフトウェア開発が増加し、BPO事業においては顧客数・計算人員ともに増加

しました。一方、金融システム事業においては大型案件が減少したこと等から、システム構築・運用事業全体

の売上高は3,780百万円にとどまりました。

　また利益面では、収益性の高い大規模案件が減少したことに加え、一部で低収益の案件も発生したことから

営業利益は141百万円となりました。

　②パッケージ事業

　　通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品HULFTの販売は、製品の累計出荷数が約

107,000本、導入会社数が約5,800社となりました。パッケージ販売・パッケージ付帯サービスともに受注は堅

調に推移し、特にソリューション提供で注力しているHDC-EDIは引き合いも多く、活発な営業展開となりました。

この結果、パッケージ事業全体の売上高は1,044百万円、営業利益は501百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の資産につきましては、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比970百万円減少したこと等によ

り、資産合計は同752百万円減少し、17,411百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金が前連

結会計年度末比643百万円、未払法人税等が同155百万円減少し、流動負債のその他に含まれる前受金が同601百万円

増加したたこと等により、負債合計は同382百万円減少し、5,988百万円となりました。純資産につきましては利益

剰余金が四半期純利益の計上により102百万円増加し、剰余金処分による配当財産の割当てにより486百万円減少し

たこと等により、純資産合計は前連結会計年度末比370百万円減少し11,423百万円となりました。以上の結果、自己

資本比率は前連結会計年度末に比べ0.7ポイント上昇し65.6％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、7,236百万円となりま

した。

　営業活動の結果得られた資金は448百万円（前年同期比54.0％減）となりました。主な増加要因は税金等調整前四

半期純利益が187百万円となったこと、前連結会計年度末にソフトウェア開発の売上が集中したことにより増加して

いた売上債権が974百万円減少したこと等によるものであります。また主な減少要因はソフトウェア開発に係る外注

費等の仕入債務が639百万円減少したこと、法人税等234百万円を納付したこと等によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は52百万円（同2.0％減）となりました。これは設備投資としてサーバー、通信機器、

購入ソフトウェア等に48百万円支出したこと等によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は464百万円（同15.3％増）となりました。これは配当金の支払によるものでありま

す。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともにほぼ予定通り推移しており、平成20年

４月30日付「平成20年３月期　決算短信」に公表しました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

　税金費用については、当第１四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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

①会計処理基準に関する事項の変更

　　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。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期より

　「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）が適用されたことに伴

　い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　により算定しております。

　　これによる、営業利益、経常利益およ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 7,461,970 7,538,282

受取手形及び売掛金 2,439,171 3,409,692

有価証券 400,014 400,049

商品 10,824 26,838

仕掛品 478,285 482,306

貯蔵品 15,612 14,561

繰延税金資産 337,186 337,227

その他 460,394 280,139

貸倒引当金 △731 △880

流動資産合計 11,602,729 12,488,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,178,612 2,174,706

減価償却累計額 △1,434,447 △1,405,620

建物及び構築物（純額） 744,165 769,086

工具、器具及び備品 2,461,695 2,382,450

減価償却累計額 △1,680,591 △1,605,770

工具、器具及び備品（純額） 781,103 776,679

有形固定資産合計 1,525,269 1,545,765

無形固定資産   

ソフトウエア 768,335 670,501

その他 0 0

無形固定資産合計 768,335 670,502

投資その他の資産   

投資有価証券 837,925 819,181

敷金 1,053,034 1,049,282

繰延税金資産 1,365,841 1,371,230

その他 259,012 220,260

貸倒引当金 △535 －

投資その他の資産合計 3,515,280 3,459,953

固定資産合計 5,808,884 5,676,221

資産合計 17,411,614 18,164,439



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,410,103 2,053,865

未払法人税等 104,545 259,654

賞与引当金 332,001 539,319

その他 2,289,119 1,593,750

流動負債合計 4,135,770 4,446,590

固定負債   

退職給付引当金 1,700,091 1,768,648

役員退職慰労引当金 － 155,390

長期未払金 152,400 －

固定負債合計 1,852,491 1,924,038

負債合計 5,988,261 6,370,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 8,515,124 8,898,251

株主資本合計 11,345,171 11,728,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,353 67,502

為替換算調整勘定 2,828 △1,990

評価・換算差額等合計 78,181 65,511

純資産合計 11,423,353 11,793,810

負債純資産合計 17,411,614 18,164,439



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,824,969

売上原価 3,770,924

売上総利益 1,054,044

販売費及び一般管理費  

役員報酬 44,983

従業員給料及び賞与 287,410

賞与引当金繰入額 90,917

退職給付費用 11,888

役員退職慰労引当金繰入額 8,790

福利厚生費 69,275

減価償却費 41,672

その他 336,965

販売費及び一般管理費合計 891,903

営業利益 162,141

営業外収益  

受取利息 10,567

有価証券利息 2,826

受取配当金 3,284

保険配当金 5,839

複合金融商品評価益 5,507

その他 351

営業外収益合計 28,377

営業外費用  

為替差損 3,273

その他 18

営業外費用合計 3,291

経常利益 187,226

特別利益  

貸倒引当金戻入額 81

特別利益合計 81

特別損失  

固定資産処分損 25

特別損失合計 25

税金等調整前四半期純利益 187,281

法人税等 84,409

四半期純利益 102,872



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 187,281

減価償却費 167,749

貸倒引当金の増減額（△は減少） 371

賞与引当金の増減額（△は減少） △207,286

退職給付引当金の増減額（△は減少） △68,557

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155,390

受取利息及び受取配当金 △16,678

為替差損益（△は益） 2,011

固定資産処分損益（△は益） 25

複合金融商品評価損益（△は益） △5,507

売上債権の増減額（△は増加） 974,493

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,983

仕入債務の増減額（△は減少） △639,941

長期未払金の増減額（△は減少） 152,400

その他の資産の増減額（△は増加） △344,593

その他の負債の増減額（△は減少） 603,736

小計 669,099

利息及び配当金の受取額 14,087

法人税等の支払額 △234,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 448,943

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △241

有価証券の償還による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △100,019

有形及び無形固定資産の取得による支出 △48,209

敷金及び保証金の差入による支出 △3,982

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,452

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △464,732

財務活動によるキャッシュ・フロー △464,732

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76,552

現金及び現金同等物の期首残高 7,312,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,236,277



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。
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（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）
  

 
システム構築
・運用事業
（千円）

パッケージ事業
（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 3,780,002 1,044,967 4,824,969 ─ 4,824,969

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
32,858 988 33,846 （33,846） ─

計 3,812,860 1,045,955 4,858,815 （33,846） 4,824,969

営業利益 141,929 501,074 643,003 　（480,861） 162,141

　（注）１　事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な内容

（1）システム構築・運用事業

①　情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス

②　ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス

③　システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売

（2）パッケージ事業

①　パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守

②　パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

　　情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　  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）

　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（６）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 （単位：千円）　

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　売上高 5,000,634

Ⅱ　売上原価 3,658,886

　売上総利益 1,341,747

Ⅲ　販売費及び一般管理費 848,469

　営業利益 493,278

Ⅳ　営業外収益 15,151

　経常利益 508,429

Ⅴ　特別利益　 22,575

Ⅵ　特別損失 4,781

　　税金等調整前四半期純利益 526,222

　　法人税、住民税及び事業税 228,026

　　四半期純利益 298,195
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 （単位：千円）　

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　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 526,222

　減価償却費 183,427

　貸倒引当金の増減額（減少：△） 160

　賞与引当金の増減額（減少：△） △300,097

　退職給付引当金の増減額（減少：△） △88,223

　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △10,806

　受取利息及び受取配当金 △5,194

　為替差損益 △732

　固定資産処分損 4,781

　投資有価証券売却益 △22,575

　売上債権の増減額（増加：△） 2,882,910

　たな卸資産の増減額（増加：△） △505,612

　仕入債務の増減額（減少：△） △1,089,941

　その他資産の増減額（増加：△） △180,893

　その他負債の増減額（減少：△） 387,497

小計 1,780,921

　利息及び配当金の受取額 5,211

　法人税等の支払額 △810,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 975,358

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　有価証券の償還による収入額 100,000

　投資有価証券の取得による支出額 △99,980

　投資有価証券の売却による収入額 37,735

　有形・無形固定資産の取得による支出額 △63,736

　その他の投資の取得による支出額　 △28,213

　その他の投資の処分による収入額　 675

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,519

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　自己株式申込証拠金による収入額 2,030

　配当金の支払額 △404,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,920

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 522,505

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,879,437

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 6,401,943
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