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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 17,912 ― 558 ― 608 ― 518 ―
20年3月期第2四半期 17,865 △7.2 △612 ― △571 ― △5,453 ―

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2四半期 12.14 ―
20年3月期第2四半期 △122.32 ―

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2四半期 59,541 45,852 76.8 1,082.54
20年3月期 59,950 45,826 76.3 1,061.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  45,739百万円 20年3月期  45,718百万円

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  

当第２四半期末を基準日とする配当（１株あたり３円）は、平成20年９月30日を決算日とする臨時決算手続きを行い、個別決算における利益剰余金を確定し、11月下旬に
開催予定の取締役会決議を経た上で配当する予定です。  

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
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 38,500 △5.9 1,700 11.9 1,730 8.3 1,480 ― 35.03

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、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、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)上記の予想は、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページをご参照ください。 
(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  48,000,000株 20年3月期  50,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,747,625株 20年3月期  6,944,490株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  42,679,703株 20年3月期第2四半期  44,583,494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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題を背景として米国に端を発した 

世界経済低迷による、輸出の鈍化、企業収益の悪化など減速感が強まりました。 

 情報サービス業界におきましては、顧客企業のＩＴ投資はひきつづき堅調に推移しましたが、一 

部企業では、情報システム投資予算の執行に慎重な姿勢が見られるなど、今後の経営環境は不透明 

さを増しております。 

 このような状況のなか、当社グループでは、顧客基盤を充実させ、不調プロジェクトの撲滅や原 

価低減による収益構造の安定化に取り組むとともに、事業基盤の拡大に注力いたしました。 

 その結果、当期の業績は、地方自治体向けシステム提供サービスの堅調や、産業分野向けソフト 

ウェア開発の伸びに牽引され、売上高は179億12百万円となり、期初計画を達成することができまし

た。保険業界向けの事業の好調や公共部門の収益改善により、営業利益は５億58百万円となり、こ

れも期初計画を上回ることができました。また、経常利益も期初計画を上回る６億８百万円となり

ました。この結果、平成15年度中間期以来５期ぶりに当期利益は黒字となり５億18百万円を計上い

たしました。 

 

 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 

 公共分野の売上高は、43億47百万円と前年同期比２億４百万円の増収となりました。主力である

地方自治体向け事業は、不調プロジェクトの撲滅や原価低減に努め収支の改善を図りました。ま

た、前年同期低調であったWebRings（用語）の新規受注は福祉関係システムを中心に好調に推移し

ました。 

 金融分野では、65億85百万円と前年同期比73百万円の増収となりました。銀行業界向け事業は減 

収となり、証券業界向け事業も第２四半期に入りかげりをみせましたが、生命保険・損害保険向け 

事業の進展により増収となりました。 

 産業分野では、自動車部品メーカー向けＥＲＰ案件やアウトソーシング事業の拡大を図りました 

が、サービス業向け開発案件の落ち込みにより、前年同期比２億31百万円減収の69億79百万円とな

りました。 

 

 商品別売上高の動向は次のとおりであります。 

 

 情報処理・通信サービス部門は、サービス業向け事業での減収がありましたが、金融機関向けＢ 

ＣＰビジネスやアウトソーシングビジネスなどにより期初計画66億円に対し、65億95百万円とほぼ 

期初計画どおりとなりました。 

 ソフトウェア開発部門は、自動車部品メーカー向け開発案件ならびに保険業界向け事業は好調で 

したが、銀行向け事業の落込みにより59億67百万円と、期初計画61億円を若干下回る結果となりま 

した。 

 一方、システム提供サービス部門は、38億38百万円と期初計画36億円を上回りました。 

地方自治体向け事業における法改正需要やシステムリプレース案件が堅調に推移したことに加え、 

生命保険向けアウトソーシング事業の伸長によるものです。 

 その他システム関連サービスは、15億11百万円となりました。 

 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は595億41百万円となり、前期末に比べ４億９百万円減少いたしました。

流動資産は297億79百万円となりました。28百万円の微増ですが、主として現金及び預金の増加（13

億54百万円）ならびに預け金の増加（36億円）と受取手形及び売掛金の減少（55億10百万円）によ

るものです。有形固定資産は215億46百万円と89百万円の微減です。無形固定資産は16億66百万円と

20百万円の減少となりました。投資その他の資産は、65億48百万円と３億27百万円の減少となりま

した。主たる要因は、投資有価証券の減少（１億67百万円）と長期前払費用の減少（１億31百万

円）によるものです。 



 流動負債は、52億74百万円と前期末に比べ６億10百万円の減少となりました。買掛金の減少（７

億14百万円）が主たる要因です。固定負債は84億14百万円と１億75百万円増加いたしました。 

 純資産の部は、458億52百万円と前期末に比べ25百万円増加いたしました。 

なお、平成20年６月25日の株主総会決議にもとづき、資本剰余金の額を38億54百万円減少させ、同

額を利益剰余金に振替えました。 

  

（連結キャッシュ・フローの概況） 

  

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は204億70百万円となり、前期末に比べ49億54

百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは60億15百万円増加となりました。

売上債権の減少（57億83百万円）が主たる要因です。投資活動によるキャッシュ・フローは、５億

65百万円減少いたしました。主たる要因は、無形固定資産の取得による支出（４億93百万円）で

す。財務活動によるキャッシュ・フローは、４億95百万円減少いたしました。自己株式の取得によ

る支出（４億82百万円）によるものです。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 下期におけるわが国経済は、米国証券会社の破たんによる株価の下落や信用収縮など、米国発の

世界経済低迷の影響などを受け、依然として先行きの不透明感が強い状況で推移するものと思われ

ます。 

 このため、当第２四半期累計期間では、期初計画を上回ったものの、当社グループを取り巻く事

業環境は、ひきつづき厳しさを増すものと予想されることから、通期の業績予想値につきまして

は、平成20年10月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にあるとおり、営業利益、経常

利益とも微増にとどめ、売上高、当期利益に関しては期初予想値を据え置き、変更しておりませ

ん。 

  

 当社では、新規顧客開拓、新業務の推進による事業基盤の拡大と既存事業の深堀りによる売上の

拡大と収益性の向上を図り今後の持続的成長を目的とした、事業構造改革に取り組んでおります。

この６月に執行役員制度を導入したことを始めとして、下期より、次のとおり組織の改編を行いま

した。この組織改編が今年度の業績達成に大きく資するものと考えております。 

  

・社会環境の変化及び顧客動向を的確に把握した事業運営を行うために、事業部ごとに営業本部を 

 設置しました。また、全社営業の連携のため営業統括本部を新設しました。 

・各本部間の連携を強化するとともに、組織単位を大きくし、新事業、新業務に積極的に取り組む 

 ため、従来の本部の上に事業部を置くこととしました。今後各事業部が、事業遂行の権限と責任 

 を負うこととなります。加えて、事業部の管理機能強化のため、業務管理部を各事業部内に新設 

 しました。 

・製品の品質向上のため、各事業部から独立した部として品質保証部を設置しました。 

・各本部にあった調達機能を集約し、機能を充実するため調達部を設置しました。 

・グループ会社については、それぞれの機能を強化し、役割分担を明確にすることで、当社とのシ 

 ナジー効果を発揮できるだけでなく、関係会社間でのシナジー効果にも取り組んでまいります。 

  

 （配当見込みについて） 

 平成20年４月22日公表の配当予想、１株あたり年間10円（中間期３円 期末７円）の変更はあり

ません。 

 当中間期の配当（１株あたり３円）は、平成20年９月30日を決算日とする臨時決算手続きを行

い、個別決算における利益剰余金を確定し、配当原資とする予定です。 

  

 なお、業績予想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予想数値と異なる場合がございます。  

【注記：用語解説】 

 用 語 WebRings（ウェブリングス） 

     当社が独自開発したウェブ型の総合行政システムの商標名で、電子自治体を実現するソリューションソフ 

   ト。電子自治体で必要な業務を、業界に先駆け、すべてウェブコンピューティング技術で構築。電子行政へ 



      のスムースな移行はもちろん、従前の汎用機（ホストコンピュータ）やクライアントサーバによる方式に比 

      べ、柔軟性や経済性が飛躍的に向上している。 

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．簡便な会計処理 

 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、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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間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（純損失）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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．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．仕掛品については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間より「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、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

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。 

  原材料及び貯蔵品については、従来、 終仕入原価法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「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、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。 

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。これによる、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。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、従来通り賃貸借取引により処理しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,844 10,490

受取手形及び売掛金 6,173 11,684

有価証券 85 85

仕掛品 1,570 1,118

原材料及び貯蔵品 70 73

前払費用 418 349

繰延税金資産 946 948

預け金 8,600 5,000

その他 96 27

貸倒引当金 △26 △26

流動資産合計 29,779 29,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,617 17,595

減価償却累計額 △8,356 △8,148

建物及び構築物（純額） 9,261 9,446

工具、器具及び備品 4,579 4,302

減価償却累計額 △3,394 △3,214

工具、器具及び備品（純額） 1,184 1,087

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,546 21,635

無形固定資産   

ソフトウエア 1,620 1,639

その他 45 47

無形固定資産合計 1,666 1,686

投資その他の資産   

投資有価証券 646 813

長期前払費用 778 910

繰延税金資産 3,349 3,338

長期預金 700 700

その他 1,120 1,162

貸倒引当金 △46 △49

投資その他の資産合計 6,548 6,876

固定資産合計 29,761 30,199

資産合計 59,541 59,950



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,273 1,988

短期借入金 105 111

未払費用 1,341 1,293

未払法人税等 147 190

未払消費税等 107 337

前受金 544 274

賞与引当金 1,153 1,064

役員賞与引当金 10 4

その他 591 619

流動負債合計 5,274 5,885

固定負債   

退職給付引当金 7,891 7,725

役員退職慰労引当金 241 308

その他 280 204

固定負債合計 8,414 8,238

負債合計 13,688 14,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 23,143

利益剰余金 1,504 △2,868

自己株式 △4,781 △6,039

株主資本合計 45,729 45,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 24

評価・換算差額等合計 10 24

新株予約権 36 27

少数株主持分 75 81

純資産合計 45,852 45,826

負債純資産合計 59,541 59,950



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 17,912

売上原価 15,155

売上総利益 2,756

販売費及び一般管理費 2,198

営業利益 558

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 10

不動産賃貸料 19

その他 14

営業外収益合計 77

営業外費用  

支払利息 4

不動産賃貸費用 19

その他 4

営業外費用合計 27

経常利益 608

特別利益  

投資有価証券売却益 2

関係会社株式売却益 14

その他 1

特別利益合計 17

特別損失  

固定資産除却損 1

事務所撤去費用 17

その他 5

特別損失合計 24

税金等調整前四半期純利益 601

法人税等 88

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 518



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 601

減価償却費 1,059

賞与引当金の増減額（△は減少） 88

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 166

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66

受取利息及び受取配当金 △43

支払利息 4

投資有価証券売却損益（△は益） △2

関係会社株式売却損益（△は益） △14

固定資産除却損 1

売上債権の増減額（△は増加） 5,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △448

その他の資産の増減額（△は増加） △183

仕入債務の増減額（△は減少） △749

その他の負債の増減額（△は減少） △167

その他 70

小計 6,105

利息及び配当金の受取額 43

利息の支払額 △4

法人税等の還付額 16

法人税等の支払額 △145

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,015

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） △0

有形固定資産の取得による支出 △138

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △493

無形固定資産の売却による収入 0

長期前払費用の取得による支出 △98

投資有価証券の売却による収入 8

関係会社株式の売却による収入 150

短期貸付金の増減額（△は増加） △2

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △565

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △6

配当金の支払額 △1

リース債務の返済による支出 △6

自己株式の取得による支出 △482

自己株式の売却による収入 0

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,954

現金及び現金同等物の期首残高 15,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,470



　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。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

①自己株式の消却

　　　当社は、平成20年３月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、

以下のとおり実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が1,739百万円減少

いたしました。

　　１．消却した株式の種類

　　普通株式

２．消却した株式の数

　　2,000,000株（消却前の発行済株式総数の4.00％）

３．消却手続完了日

　　平成20年４月18日

 ・消却後の発行済株式総数 48,000,000株

②剰余金の処分

　　　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、欠損填補の目的で、資本剰余金の額を減少

させ、利益剰余金に振替えました。

　１．減少した剰余金の項目とその額

その他資本剰余金　　3,854百万円

　２．増加した剰余金の項目とその額

その他利益剰余金　　3,854百万円



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  17,865 100.0

Ⅱ　売上原価  16,376 91.7

売上総利益  1,489 8.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,101 11.7

営業損失（△）  △612 △3.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 29   

２．受取配当金 10   

３．不動産賃貸収入 18   

４．持分法による投資利益 13   

５．その他 11   

　営業外収益合計  83 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1   

２．出資金運用費用 0   

３．不動産賃貸費用 38   

４．その他 3   

　営業外費用合計  43 0.2

経常損失（△）  △571 △3.2

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 107   

２．その他 28   

　特別利益合計  135 0.8

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 35   

２．ソフトウェア除却損 144   

３．ソフトウェア評価損 2,277   

４．その他 20   

　特別損失合計  2,478 13.9

税金等調整前中間純損失
（△）

 △2,914 △16.3

法人税、住民税及び
事業税

86   

法人税等調整額 2,444   

  2,530 14.2

少数株主利益  8 0.0

中間純損失（△）  △5,453 △30.5



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △2,914

減価償却費 1,272

賞与引当金の増減額 93

役員賞与引当金の増減額 △5

退職給付引当金の増減額 207

役員退職慰労引当金の増減額 △109

受取利息及び配当金 △39

支払利息 1

持分法による投資損益 △13

出資金運用費用 0

投資有価証券売却損益 △107

固定資産除却損 35

ソフトウェア除却損 144

ソフトウェア評価損 2,277

売上債権の増減額 3,916

たな卸資産の増減額 △125

その他の営業資産の増減額 △86

仕入債務の増減額 △933

その他の営業負債の増減額 △261

その他 16

小計 3,367

利息及び配当金の受取額　 40

利息の支払額 △1

法人税等の還付額 59

法人税等の支払額 △157

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,309

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による純増減額 △0

有形固定資産の取得による支出 △251

無形固定資産の取得による支出 △477

長期前払費用の支出 △271

投資有価証券の取得による支出 △4

投資有価証券の売却による収入 140

貸付金の純増減額 △4

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △862

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 △2

配当金の支払額 △334

自己株式（金庫株）買取による
支出

△301

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △638

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,807

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 14,301

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 16,109



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。



「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 

当第２四半期会計期間末

 

（平成20年９月30日）

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部     

　流動資産     

　現金及び預金  10,299  9,062

　受取手形及び売掛金  5,546  10,563

　有価証券  85  85

　仕掛品  1,473  1,064

　預け金  8,600  5,000

　その他  1,419  1,302

　貸倒引当金  △25  △25

流動資産合計  27,399  27,053

　固定資産     

　有形固定資産  20,177  20,276

　無形固定資産  1,627  1,640

　投資その他の資産  8,085  8,456

固定資産合計  29,889  30,373

　資産合計  57,288  57,426

負債の部     

　流動負債     

  買掛金  1,290  1,766

　未払法人税等  78  83

　その他  3,324  3,166

流動負債合計  4,693  5,016

　固定負債     

　退職給付引当金  7,435  7,280

　その他  401  372

固定負債合計  7,836  7,652

負債合計  12,530  12,668

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 31,457 31,457

　　資本剰余金 17,548 23,143

　　利益剰余金 488 △3,854

　　自己株式 △4,781 △6,039

　　株主資本合計 44,713 44,706

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 9 23

　　評価・換算差額等合計 9 23

　新株予約権 36 27

純資産合計 44,758 44,757

負債純資産合計 57,288 57,426

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。



（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前第２四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

売上高  15,799  15,588

売上原価  13,533  14,612

売上総利益  2,266  975

販売費及び一般管理費  1,830  1,779

営業利益又は営業損失（△）  435  △804

営業外収益  193  187

営業外費用  68  86

経常利益又は経常損失（△）  560  △702

特別利益  3  113

特別損失  50  2,478

税引前四半期純利益又は
四半期純損失（△）

 512  △3,068

法人税等  24  2,486

四半期純利益又は
四半期純損失（△）

 488  △5,555

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。
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