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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 1,857 ― △9 ― △12 ― △36 ―

20年3月期第1四半期 1,733 ― 37 ― 34 ― △13 ―

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 △18.42 ―

20年3月期第1四半期 △6.72 ―

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 4,499 1,809 40.2 865.71
20年3月期 4,146 1,798 43.4 926.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,809百万円 20年3月期  1,798百万円

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 ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 50.00 50.00

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 4,413 ― 316 ― 308 ― 178 ― 92.12
通期 8,937 11.6 664 15.7 649 15.4 384 71.7 198.21

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 
・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。 
・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。  

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  2,090,000株 20年3月期  1,940,000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  1,977,500株 20年3月期第1四半期  1,940,000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、急激な原料価格の高騰による諸物価の上昇や増税、年金問題などに

対する懸念も多く見られ、先行きに関して不透明感が増大してまいりました。また、為替の円高進行、米国

経済の景気後退懸念などにより市場の低迷が続いております。 

　一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サービ

ス産業動態統計」によると、平成20年５月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比2.2％増加しまし

た。主力の「受注ソフトウエア」売上高は、同4.6％増であります。売上増加の背景には、金融業向けシステ

ム開発などが増加したことなどが挙げられます。企業収益の改善によるＩＴ（情報技術）投資意欲の高まり

など旺盛な需要を背景に好調が続いております。 

　このような経営環境のなか、当第１四半期の当社グループの業績は、生産好調な自動車関連製造業や工作

機械メーカーなど主要顧客からの受注が堅調に推移し、主要業務であるＳＩサービス業務の売上高は、

1,280,010千円（前年同期比29.3％増）となりましたが、ソフトウエア開発業務においては、前期に引き続き

採算の合わない顧客との取引を見直し収益性の高いＳＩサービス業務へシフトする施策を進めた結果、売上

高は436,963千円（前年同期比25.8％減）となり、単独業績におきましては、売上高1,730,254千円（前年同

期比9.2％増）、営業利益60,401千円（前年同期比43.6％減）、経常利益56,897千円（前年同期比45.7％減）、

四半期純利益33,368千円（前年同期比42.5％減）となりました。売上高につきましては、前年同期と比べ増

収となりましたが、一部の案件においてプロジェクト管理の問題や東京、大阪地区の急拡大における技術者

の経験不足等により追加製造費用の発生を余儀なくされたケースもあり利益面での悪化となりました。

　また、子会社イリイ株式会社にて展開しておりますソフトウエアプロダクト業務におきましては、コール

センター向けの新商品（ＢＩＧコールセンター）や昨年12月販売開始しました次世代通販業向けのパッケー

ジ商品（Ｓｉｍｐｌｅｘ）も徐々に受注できているもののアフターフォローなどによる作業負荷も増加傾向

にあります。

　この結果、当第１四半期における連結業績は、売上高1,857,222千円（前年同期比7.2％増）、営業損失

9,371千円、経常損失12,640千円、四半期純損失36,426千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
総資産は、第三者割当増資による現金及び預金の増加や未検収在庫の増加によるたな卸資産の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ353,286千円増加し、4,499,816千円となりました。

負債は、賞与資金の借り入れなどにより、前連結会計年度末に比べ342,306千円増加し、2,690,472千円と

なりました。

純資産は、第三者割当増資などが剰余金の配当を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ10,979千

円増加し、1,809,343千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成20年５月９日に公表

いたしました業績予想からの変更はありません。
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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)

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
（簡便な会計処理）

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計期間末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。
④ 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ので、前連結会計年度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。

（特有の会計処理）

税金費用については、当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する方法を採用しております。

(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 当第１四半期連結会計期間から「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会計基準の適用指針」(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 当第１四半期連結会計期間から「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。
これによる損益に与える影響はありません。

③ 当第１四半期連結会計期間から「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 最終改正平成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 最終改正平成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、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産
を計上する方法によっております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に56,821千円、無形固定資
産に18,446千円計上されております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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 902,418 373,688

受取手形及び売掛金 1,507,899 1,954,679

商品 7,233 6,450

製品 224 288

仕掛品 548,119 360,429

その他 181,192 170,400

貸倒引当金 △202 △314

流動資産合計 3,146,886 2,865,623

固定資産

有形固定資産

土地 604,806 604,806

その他 264,860 211,036

有形固定資産合計 869,666 815,843

無形固定資産

のれん 60,761 65,430

その他 202,882 179,062

無形固定資産合計 263,643 244,493

投資その他の資産 219,619 220,570

固定資産合計 1,352,930 1,280,907

資産合計 4,499,816 4,146,530
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（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 629,755 776,539

短期借入金 400,000 －

1年内返済予定の長期借入金 459,774 372,136

未払法人税等 27,382 161,796

賞与引当金 124,009 271,165

その他 517,235 377,253

流動負債合計 2,158,156 1,958,890

固定負債

長期借入金 317,969 227,406

退職給付引当金 151,042 142,942

その他 63,304 18,926

固定負債合計 532,316 389,275

負債合計 2,690,472 2,348,166

純資産の部

株主資本

資本金 550,150 477,400

資本剰余金 517,550 444,800

利益剰余金 734,376 867,803

株主資本合計 1,802,076 1,790,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,267 8,360

評価・換算差額等合計 7,267 8,360

純資産合計 1,809,343 1,798,364

負債純資産合計 4,499,816 4,146,530
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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 1,857,222

売上原価 1,514,356

売上総利益 342,866

販売費及び一般管理費 352,237

営業損失（△） △9,371

営業外収益

受取利息 34

受取配当金 175

受取家賃 282

受取手数料 285

その他 15

営業外収益合計 794

営業外費用

支払利息 3,316

その他 748

営業外費用合計 4,064

経常損失（△） △12,640

特別利益

固定資産売却益 191

貸倒引当金戻入額 112

特別利益合計 303

特別損失

固定資産除却損 147

ゴルフ会員権売却損 84

特別損失合計 231

税金等調整前四半期純損失（△） △12,569

法人税等 23,857

四半期純損失（△） △36,426
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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）

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損失（△） △12,569

減価償却費 26,271

のれん償却額 4,669

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,156

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,100

売上債権の増減額（△は増加） 476,827

たな卸資産の増減額（△は増加） △188,409

仕入債務の増減額（△は減少） △147,600

その他 56,356

小計 76,491

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145,485

その他の支出 △3,772

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,853

無形固定資産の取得による支出 △14,571

その他 630

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,794

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 400,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △121,799

株式の発行による収入 145,500

リース債務の返済による支出 △8,410

配当金の支払額 △97,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 618,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 528,729

現金及び現金同等物の期首残高 338,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 867,334

決算短信 2008年07月25日 14時03分 02566xe01_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）

― 7 ―



㈱システムリサーチ(3771)平成21年３月期 第１四半期決算短信

注記事項

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

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)

　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成20年６月５日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株発行の決議を行い、平

成20年６月20日に払込が完了いたしました。

この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が72,750千円、資本準備金が72,750千円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において資本金が550,150千円、資本準備金が517,550千円となっております。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

　 （単位：千円未満切捨て）

科 目

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 1,733,173

Ⅱ 売上原価 1,331,433

　 売上総利益 401,740

Ⅲ 販売費及び一般管理費 364,640

　 営業利益 37,099

Ⅳ 営業外収益 784

Ⅴ 営業外費用 2,897

　 経常利益 34,987

Ⅵ 特別利益 123

Ⅶ 特別損失 8,004

　 税金等調整前四半期純利益 27,106

　 税金費用 40,135

　 四半期純損失 △13,028
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「参考資料」

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：千円未満切捨て）

科 目

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 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益
27,106

　２ 減価償却費 12,342

　３ のれん償却額 4,669

　４ 賞与引当金の減少額 △ 95,650

　５ 退職給付引当金の増加額 5,785

　６ 売上債権の減少額 280,945

　７ たな卸資産の増加額 △ 157,277

　８ 仕入債務の増加額 3,413

　９ その他 108,053

　小計 189,388

　10 法人税等の支払額 △ 135,275

　11 その他 △ 3,067

　営業活動によるキャッシュ・フロー 51,045

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 22,048

　２ 無形固定資産の取得による支出 △ 27,867

　３ その他 50

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 49,865

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

　２ 長期借入れによる収入 500,000

　３ 長期借入金の返済による支出 △ 86,963

　４ 配当金の支払額 △ 67,900

　財務活動によるキャッシュ・フロー 705,137

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 706,317

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 498,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,205,250
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分

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

生産高(千円)

ＳＩサービス業務 1,517,633

ソフトウエア開発業務 436,963

ソフトウエアプロダクト業務 96,990

その他 1,028

合計 2,052,615

(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。

(2) 外注実績

　当第１四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分

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

外注高(千円)

ＳＩサービス業務 707,264

ソフトウエア開発業務 160,780

ソフトウエアプロダクト業務 7,386

その他 22

合計 875,454

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分

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

仕入高(千円)

商品販売 29,168

(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。
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(4) 受注実績

　当第１四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分

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

受注高(千円) 受注残高(千円)

ＳＩサービス業務 1,424,911 1,185,829

ソフトウエア開発業務 559,954 380,899

ソフトウエアプロダクト業務 106,666 21,189

合計 2,091,531 1,587,917

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。

業務区分

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

販売高(千円)

ＳＩサービス業務 1,280,010

ソフトウエア開発業務 436,963

ソフトウエアプロダクト業務 95,490

商品販売 43,730

その他 1,028

合計 1,857,222

(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は次のとおりであります。

相手先

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

販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 441,907 23.8

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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