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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） 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しており、前年同四半期とは適用される会計基準が異なることから、「対前年同四半期増減率」 
  を記載しておりません。 
  また、前会計年度より連結財務諸表を作成している関係で、前期の「対前年同四半期増減率」についても、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2四半期 9,732 ― 639 ― 672 ― 368 ―

20年3月期第2四半期 9,000 ― 578 ― 607 ― 347 ―

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 42.26 42.18
20年3月期第2四半期 40.28 39.80

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 11,837 8,227 69.5 942.37
20年3月期 12,678 8,112 64.0 929.20

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,227百万円 20年3月期  8,112百万円

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  

（参考）平成20年３月期  第２四半期末、期末に各10円00銭 年間20円00銭の記念配当を含む  

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年3月期 ― 12.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 25.00

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  無  

（参考）個別業績予想数値については、４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に記載のとおり上方修正しております。  

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 20,000 5.6 1,350 10.9 1,350 8.3 710 10.2 81.32

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．平成20年４月25日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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、上記予想に関する事項は、添付資料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 無

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  9,008,560株 20年3月期  9,008,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  277,798株 20年3月期  277,798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  8,730,762株 20年3月期第2四半期  8,630,045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２四半期連結累計期間のわが国経済は、原油価格・素材価格の高騰が生活関連商品へ波及した他、米国サブ

プライムローン問題に端を発した金融不安が米国大手証券会社の経営破たんにつながるなど、金融危機の懸念が急速

に拡大し、株価の急落や円高に至りました。こうした中、個人消費は低迷、企業業績も大幅に鈍化し、設備投資も抑

制方向となるなど、非常に厳しい環境のもとで推移いたしました。 

当情報サービス業界におきましては、引き続き金融機関向けシステム構築を中心に、総じて堅調に推移いたしま

した。しかしながら、景気の減速感が強まる中、システム投資の延期や規模縮小の動きが見られるなど、業界内の経

営環境も厳しさを増しております。 

このような状況のもと、当社グループは顧客に対する「高付加価値ビジネスモデルの確立」を図り、その結果、

より一層の収益機会を得るべく、前期に引き続きソフトウェア開発、情報処理サービス、エンベデッド・ユビキタス

／半導体関連の業務について、受託派遣型から請負型へのシフトを推進し、より一層のサービス価値の向上・顧客満

足度の向上を志向してまいりました。具体的には、「営業力の強化」、「開発力の強化」、「協力会社様との関係強

化」、「人材の育成」を主要施策として掲げ、システムインテグレータとしての戦略的事業を強化することで、ビジ

ネスモデルの変革を図ってまいりました。また、総合力の強化、企業価値の向上のため、「Ｍ＆Ａ等の戦略的提携」

を強力に推進してまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は97億32百万円と対前年同期比8.1％増となりました。利益面に

つきましては、第１四半期において請負化促進のための増床等、設備負担の増加や優秀な人材採用強化のための費

用、教育研修費の増加等、戦略的費用を集約投資したものの、上記施策が奏功し営業利益は６億39百万円（対前年同

期比10.5％増）、経常利益は６億72百万円（同10.6％増）、四半期純利益は３億68百万円（同6.1％増）となりまし

た。 

参考情報として、当第２四半期連結会計期間の売上高は、51億83百万円（対前年同四半期比5.6％増）、利益面

は、営業利益が３億76百万円（対前年同四半期比36.3％増）、経常利益は４億円（同33.5％増）、四半期純利益は２

億27百万円（同39.7%増）となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間より、従来「情報処理サービス事業」に含めていたハードウェア、パッケージソ

フト等の「システム機器販売」については、高付加価値ビジネス推進の一環としてシステム開発との一体化が浸透し

ていることを踏まえ「ソフトウェア開発事業」に変更しております。従いまして、対前年同期との比較につきまして

は、同様の処理を行なったものとして対比しております。 

第２四半期連結累計期間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ソフトウェア開発事業 

この事業は、当社グループの主力事業であり、ＩＴ全般にわたるソリューションの提案、コンサルティング、

システム設計、開発、保守を行なっております。顧客ニーズの的確な把握とそれを踏まえた提案活動の強化や、昨

年12月に新設した特定顧客との関係強化を目的とした「顧客特化型事業部」が機能を発揮したことや、大型案件の

受注等により、売上高は53億44百万円（対前年同期比8.2％増）となりました。営業利益は、請負化促進のための

増床や、施設関係費用の配賦方法の変更（主にソフトウェア開発事業の負担増、エンベデッド・ユビキタス／半導

体関連事業の負担減）が影響し、１億40百万円(対前年同期比13.9％減）となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間における売上高は29億42百万円（対前年同四半期比7.1％増）、営業利益は１

億45百万円(対前年同四半期比103.3％増）であります。 

②情報処理サービス事業 

この事業は、メインフレームコンピュータの管理運営業務からネットワークシステムなどの管理監視業務ま

で、情報システムに関する総合サービスを行なっております。システムの管理運営、およびアウトソーシング関連

分野において、昨年４月に設立した子会社（ＴＤＩシステムサービス株式会社）による直接受注、サービスメニュ

ーの充実や、専門性発揮による収益拡大により、売上高は22億52百万円（対前年同期比14.7％増）となりました。

営業利益は、対前年同期比1.6％増の３億48百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間における売上高は11億32百万円（対前年同四半期比9.7％増）となりました。

利益面につきましては、業容拡大に対応した採用増加、協力企業様の要員育成のための費用の増加もあり、営業利

益は対前年同四半期とほぼ同額の１億65百万円となりました。 

③エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業  

この事業は、モバイル、移動体通信、カーエレクトロニクスなどの分野向け組み込みソフトウェア開発と、情

報通信機器の中核となるメモリ、システムＬＳＩなどの半導体製品に関する設計・評価・解析業務を主に行なって

おります。エンベデッド・ユビキタス分野において、前期に引き続き携帯電話関連の主要顧客の内製化の影響があ

ったものの、半導体関連事業においては既存顧客に対する高付加価値化が進展したことから、売上高は21億35百万

円（対前年同期比1.9％増）となりました。営業利益は、高付加価値化進展効果や施設関係費用の配賦方法の変更

等により１億50百万円（同107.6％増）となりました。 



なお、当第２四半期連結会計期間における売上高は11億８百万円（対前年同四半期比1.7％減）、営業利益は66

百万円（同66.3％増）であります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間は、手元資金を効率的に活用すべく、主として、退職年金制度への特別掛金等に４億30

百万円、請負化促進および人材育成等のための設備投資に１億66百万円、長短借入金の返済に１億18百万円行ないま

した。また、株主還元等として記念配当10円を含む期末配当金を２億18百万円行ないました。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は118億37百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億41百

万減少いたしました。 

 流動資産は76億48百万円となり、８億13百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が１億65百万円、受取手形

及び売掛金が20百万増加しましたが、退職年金制度への支出および賞与支給等により現金及び預金が10億36百万円減

少したこと等によるものであります。 

 固定資産は41億88百万円となり、27百万円減少いたしました。有形固定資産は16億37百万円（92百万円増）、無形

固定資産は２億42百万円（38百万円増）、投資その他の資産は23億８百万円（１億59百万円減）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は36億９百万円となり、前連結会計年度末と比べ９億56百万円減少いた

しました。 

 流動負債は23億61百万円となり、５億８百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が54百万円、

未払費用が３億61百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は12億47百万円となり、４億47百万円減少いたしました。これは主に、退職年金制度への支出による退職

給付引当金が４億30百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は82億27百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億14百万円増加いたし

ました。これは主に、配当金の支払による減少が２億18百万円あったものの、当第２四半期累計期間における四半

期純利益が３億68百万円計上されたこと等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の64.0％から69.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期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、営業活動によるキャッ

シュ・フローが６億42百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが１億55百万円の支出、財務活動によるキ

ャッシュ・フローが３億38百万円の支出となったことにより11億36百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末の

資金残高は26億14百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は６億42百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が６億19百万円あったものの、退職給付引

当金の減少額が４億49百万円、未払費用の減少額が３億61百万円、たな卸資産の増加額が１億82百万円、法人税等の

支払額が１億25百万円あったこと等によるものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億55百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、ＥＵＬ本部の事務所移転等に伴う敷金及び保証金の回収による収入が１億35百万円あったものの、有

形固定資産の取得による支出が１億66百万円、投資有価証券の取得による支出が１億65百万円あったこと等によるも

のであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億38百万円の資金の減少となりました。 

 これは、短期借入金の返済による支出が62百万円、長期借入金の返済による支出が56百万円、配当金の支払額が２

億19百万円あったことによるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安は、未曾有の金融危機懸念に発展し、世界的な株価急落や実体

経済の悪化につながっております。わが国経済もこの影響を少なからず受けており、これまで概ね堅調に推移してき

たシステム投資が今後大きく抑制される懸念が増大してきていることから、当情報サービス業界内の経営環境の先行

きは一層予断を許さない状況にあります。 

 このような環境を踏まえ、当社グループはサービス価値と顧客満足度のより一層の向上と、これらの効果による着

実な受注の確保のため、以下の施策を強力に継続・推進してまいります。 

・ 顧客ニーズの的確な把握、提案力・サービス価値訴求力の強化 

・ 請負化の継続と大型案件獲得推進（ソフトウェア開発事業） 

大型案件については主要顧客を中心に受注もしくは、受注の目処は立っておりますが、当社グループ独自のノ

ウハウ・技術力を梃子に、顧客・業種特化等、差別化戦略をも駆使して、今後見込まれる案件に対しても着実

に受注につなげてまいります。 

・ より一層の専門性発揮、原価低減による収益拡大（情報処理サービス事業） 



・ 有利ビジネスへのシフト（エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業） 

 ・ 協力企業様との積極的な協業、大規模なオフショア開発の推進 

・ マネジメント強化による開発人員のより一層の適時適切な配置・調整 

・ Ｍ＆Ａ等の戦略的提携の推進継続 

以上を踏まえ、通期の業績を次の通り予想しております（平成20年４月25日公表の数値に変更はありません）。 

   

（連結業績予想） 

売  上  高     20,000 百万円   （前期比 5.6％ 増） 

営 業 利 益      1,350 百万円   （前期比10.9％ 増） 

経 常 利 益      1,350 百万円   （前期比 8.3％ 増） 

当 期 純 利 益        710 百万円   （前期比10.2％ 増）  

※連結業績予想は、平成20年４月25日公表の数値に変更はありません。 

  

（個別業績予想） 

売  上  高     16,400 百万円   （前期比12.8％ 減 前回発表予想比 ＋600百万円） 

営 業 利 益        800 百万円   （前期比25.7％ 減 前回発表予想比 ＋300百万円） 

経 常 利 益       1,200 百万円   （前期比 8.6％ 増 前回発表予想比 ＋320百万円） 

当 期 純 利 益         660 百万円   （前期比17.2％ 増 前回発表予想比 ＋180百万円） 

※ 個別業績予想について、売上高・利益が対前期比大きく減少している要因は、情報処理サービス事業におい  

て、前期まで当社が受注しＴＤＩシステムサービス株式会社（平成19年４月設立、当社100％出資子会社）へ委

託していた業務の大部分を、平成20年４月より同社が顧客から直接受注しているためであります。しかしなが

ら、一部の取引につきましては引き続き当社が受注もしくは受注見込であることから、当第２四半期連結累計

期間（詳細は平成20年10月15日付「第２四半期累計期間の連結・個別業績予想修正に関するお知らせ」をご参

照ください）と同様に、通期につきましても上方修正いたします。 

  

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 原価差異の配賦方法 

 予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合には、当該原価

を売上原価として処理しております。  

② 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、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率により算出してお

ります。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断しております。  

  

  

（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 「棚卸資産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（収益低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利

益、および税金等調整前四半期純利益が ９百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響につきましては、「５．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」に記

載しております。 



  

（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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

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） 

（注）１．第１四半期連結会計期間より従来「情報処理サービス事業」に含めていたハードウェア、パッケージソ

フトウェア等の「システム機器販売」については、高付加価値ビジネス推進の一環としてシステム開発と

の一体化が浸透していることを踏まえ「ソフトウェア開発事業」に変更しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

２．第１四半期連結会計期間より施設関係費用の配賦方法を変更したことにより、各セグメントの営業利益

については、従来の方法と比較してそれぞれ、「ソフトウェア開発事業」が75,145千円の減少、「情報処

理サービス事業」が10,672千円増加および、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業」が45,253千

円増加しております。  

３．第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産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（収益低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この変更により、各セグメントにおける営業利益については、従来の方法と比較してそれぞれ、「ソフ

トウェア開発事業」が9,093千円、「情報処理サービス事業」が111千円減少しております。 

  

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

情報処理サ
ービス事業 
（千円） 

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体関

連事業 
（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  2,942,120  1,132,468  1,108,786  5,183,374  －  5,183,374

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  22,002  －  22,002 (22,002)  －

  計  2,942,120  1,154,471  1,108,786  5,205,377 (22,002)  5,183,374

 営業利益  145,304  165,001  66,658  376,964  －  376,964

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

情報処理サ
ービス事業
（千円） 

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体関

連事業 
（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  5,344,846  2,252,948  2,135,055  9,732,851    －  9,732,851

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－  22,002 －  22,002 (22,002)  －

  計  5,344,846  2,274,951  2,135,055  9,754,853 (22,002)  9,732,851

 営業利益  140,362  348,227  150,511  639,102  －  639,102



〔所在地別セグメント情報〕 

当四半期連結会計期間（自 平成20年７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および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当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〕  

当四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当社および連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

当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） 

当社および連結子会社の海外売上高はないため、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 

 該当事項はありません。 

  



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 2,188,358 3,225,169 

受取手形及び売掛金 3,866,096 3,845,667 

有価証券 426,104 525,309 

商品 21,800 4,494 

仕掛品 332,772 167,674 

貯蔵品 2,666 3,057 

その他 822,910 702,728 

貸倒引当金 △12,410 △12,010 

流動資産合計 7,648,297 8,462,089 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,668,842 1,646,856 

減価償却累計額 △742,757 △752,515 

建物及び構築物（純額） 926,085 894,340 

工具、器具及び備品 594,934 803,144 

減価償却累計額 △393,752 △643,271 

工具、器具及び備品（純額） 201,181 159,873 

土地 490,405 490,405 

建設仮勘定 19,840 － 

有形固定資産合計 1,637,514 1,544,619 

無形固定資産   

のれん 63,600 － 

その他 179,220 204,242 

無形固定資産合計 242,821 204,242 

投資その他の資産 2,308,528 2,467,713 

固定資産合計 4,188,863 4,216,574 

資産合計 11,837,161 12,678,663 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 862,293 916,396 

短期借入金 50,600 78,400 

未払法人税等 196,493 162,573 

引当金 13,204 － 

その他 1,239,272 1,713,021 

流動負債合計 2,361,863 2,870,390 

固定負債   

長期借入金 － 17,400 

退職給付引当金 1,230,384 1,660,954 

長期未払金 17,260 17,260 

固定負債合計 1,247,644 1,695,614 



（単位：千円）

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) 

負債合計 3,609,508 4,566,004 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867 

資本剰余金 1,749,459 1,749,459 

利益剰余金 5,512,114 5,361,399 

自己株式 △163,725 △163,725 

株主資本合計 8,979,716 8,829,000 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,245 △40,523 

土地再評価差額金 △675,817 △675,817 

評価・換算差額等合計 △752,063 △716,341 

純資産合計 8,227,652 8,112,659 

負債純資産合計 11,837,161 12,678,663 



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 9,732,851 

売上原価 7,481,226 

売上総利益 2,251,624 

販売費及び一般管理費 1,612,522 

営業利益 639,102 

営業外収益  

受取利息 2,336 

受取配当金 4,241 

不動産賃貸料 6,173 

生命保険配当金 23,721 

保険事務手数料 3,345 

持分法による投資利益 3,477 

その他 4,121 

営業外収益合計 47,418 

営業外費用  

支払利息 717 

不動産賃貸費用 13,743 

その他 23 

営業外費用合計 14,484 

経常利益 672,036 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 270 

特別利益合計 270 

特別損失  

固定資産除売却損 8,682 

事務所移転費用 43,863 

特別損失合計 52,546 

税金等調整前四半期純利益 619,760 

法人税、住民税及び事業税 171,483 

法人税等調整額 79,292 

法人税等合計 250,775 

四半期純利益 368,984 



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,183,374 

売上原価 4,000,133 

売上総利益 1,183,241 

販売費及び一般管理費 806,277 

営業利益 376,964 

営業外収益  

受取利息 1,554 

受取配当金 1,742 

不動産賃貸料 3,013 

生命保険配当金 19,260 

保険事務手数料 1,720 

持分法による投資利益 940 

その他 2,357 

営業外収益合計 30,590 

営業外費用  

支払利息 263 

不動産賃貸費用 6,936 

その他 0 

営業外費用合計 7,200 

経常利益 400,354 

特別損失  

固定資産除売却損 5,661 

事務所移転費用 8,270 

特別損失合計 13,932 

税金等調整前四半期純利益 386,422 

法人税、住民税及び事業税 49,508 

法人税等調整額 109,762 

法人税等合計 159,270 

四半期純利益 227,151 



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 619,760 

減価償却費 95,529 

のれん償却額 5,781 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △449,591 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,691 

受取利息及び受取配当金 △6,631 

支払利息 717 

持分法による投資損益（△は益） △3,477 

固定資産除売却損益（△は益） 21,172 

売上債権の増減額（△は増加） 18,824 

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,013 

仕入債務の増減額（△は減少） △65,829 

未払費用の増減額（△は減少） △361,721 

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,760 

その他 △130,902 

小計 △522,634 

利息及び配当金の受取額 6,599 

利息の支払額 △560 

法人税等の支払額 △125,419 

営業活動によるキャッシュ・フロー △642,014 

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 △166,104 

有形固定資産の売却による収入 1,500 

無形固定資産の取得による支出 △9,404 

投資有価証券の取得による支出 △165,374 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

22,356 

貸付けによる支出 △2,000 

貸付金の回収による収入 32,891 

敷金及び保証金の回収による収入 135,693 

その他の支出 △11,013 

その他の収入 6,108 

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,347 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △62,000 

長期借入金の返済による支出 △56,980 

配当金の支払額 △219,674 

財務活動によるキャッシュ・フロー △338,654 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,136,016 

現金及び現金同等物の期首残高 3,750,478 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,614,462 



「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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        9,000,144  100.0

Ⅱ 売上原価        7,021,558  78.0

売上総利益        1,978,585  22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,400,367  15.6

営業利益        578,218  6.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,794            

２．受取配当金  6,719            

３．有価証券売却益  3,525            

４．不動産賃貸料  6,638            

５．生命保険配当金  19,837            

６．その他  6,717  45,233  0.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,426            

２．不動産賃貸費用  14,429            

３．その他  227  16,084  0.2

経常利益        607,367  6.7

Ⅵ 特別利益                  

１．関係会社株式売却益  2,200            

２．貸倒引当金戻入益  2,860  5,060  0.1

税金等調整前中間純利益        612,427  6.8

法人税、住民税及び事業
税  40,500            

法人税等調整額  224,277  264,777  2.9

中間純利益        347,650  3.9

        



（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（千円）

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利益  612,427

減価償却費  81,716

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △487,634

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △91,040

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △2,790

受取利息及び受取配当金  △8,513

支払利息   1,426

有価証券売却益  △3,525

関係会社株式売却益  △2,200

売上債権の増減額（増加：△）   950,928

たな卸資産の増減額（増加：△）  △43,326

仕入債務の増減額（減少：△）  △181,267

未払消費税等の増減額（減少：△）  △52,397

未払費用の増減額（減少：△）  △349,856

長期未払金の増減額 （減少：△）  17,260

その他   19,202

小計  460,410

利息及び配当金の受取額   8,551

利息の支払額  △1,289

法人税等の支払額  △290,994

営業活動によるキャッシュ・フロー  176,677

Ⅱ 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  △374,971

無形固定資産の取得による支出  △18,596

投資有価証券の取得による支出  △207,688

投資有価証券の売却による収入   50,567

関係会社株式の売却による収入   13,200

その他の投資活動による支出  △3,534

その他の投資活動による収入   5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △535,902



  

  
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（千円）

Ⅲ 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  60,000

短期借入金の返済による支出  △60,000

長期借入金の返済による支出  △33,200

自己株式の売却による収入   66,816

自己株式の取得による支出  △16,198

配当金の支払額  △112,178

財務活動によるキャッシュ・フロー  94,760

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △453,985

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,683,643

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,229,658

    



（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） 

   

  

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

情報処理サー
ビス事業 
（千円） 

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体事

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  4,744,408  2,161,230  2,094,505  9,000,144  －  9,000,144

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － －  －

計  4,744,408  2,161,230  2,094,505  9,000,144 －  9,000,144

営業費用  4,598,358  1,801,554  2,022,012  8,421,925 －  8,421,925

営業利益  146,049  359,675  72,492  578,218 －  578,218

〔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〕 

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） 

当社および連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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