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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,662 ― 1,741 ― 3,701 ― 1,937 ―
20年3月期第2四半期 8,226 2.5 2,567 △15.1 6,275 29.6 3,535 21.9

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 97.13 97.10
20年3月期第2四半期 176.89 176.81

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 72,463 64,307 88.7 3,240.86
20年3月期 77,631 66,333 85.4 3,319.78

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  64,307百万円 20年3月期  66,333百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00
21年3月期 ― 40.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 40.00 80.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

   詳細は３ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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 16,500 △6.0 4,500 △21.6 7,000 △25.0 3,800 △26.6 190.97

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  20,176,000株 20年3月期  20,176,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  333,398株 20年3月期  194,723株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  19,953,484株 20年3月期第2四半期  19,986,220株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.将来に関する記述等についてのご注意 
 業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、実際の業績は、今後経済情勢、事業運営におけ 
 る様々な状況変化によって、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.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期財務諸表規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．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、原油、原材料価格の高騰による消費の不振が続き、景気の減速は一

段と高まっております。また米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の影響等により、国内景気はより

鮮明に減速傾向になってまいりました。 

 こうした経済情勢の中で、情報サービス産業では、企業収益の伸び悩み、国内外の景気下振れリスクの高まりによ

って、企業のＩＴ投資姿勢に慎重化する動きは見られ、法改正や内部統制制度への対応等、ＩＴを活用した経営改革

ニーズは、成長・中堅及び大企業層を含め縮小傾向となり、特に、当社の主なターゲット層である中小企業層におい

ては、経営環境の厳しさとともに、その傾向は顕著になっております。 

 このような状況の中で、当社は今求められている課題に焦点をあて、企業規模や様々なビジネス環境にマッチした

ソリューションをセミナーや展示会等を通じて提供してまいりました。 

 その具体的な取り組みとして、奉行連動ソリューション、業種別テンプレートなど様々なソリューションを提供す

るとともに、中小企業層の経営課題を解決すべくソリューションテクノロジー「奉行21Ver.5」の開発に着手いたし

ました。また当第１四半期の検討課題でありましたオプション製品の内製化を一部実施し始めました。 

 以上の結果、売上高76億62百万円、営業利益17億41百万円、経常利益37億１百万円、四半期純利益19億37百万円と

なりました。 

 なお、売上高及び営業利益が減少した主な要因としては、ソリューションテクノロジー（スタンドアロン製品等）

の売上減少によるものであり、経常利益が減少した主な要因としては、営業外収益（受取配当金等）の減少によるも

のであります。  

  

 当第２四半期累計期間の品目別の売上状況は次のとおりです。 

（ソリューションテクノロジー及び関連製品） 

 当第２四半期累計期間のプロダクト（ソリューションテクノロジー及び関連製品）の売上高は、前年同期比13.9％

減少し、38億72百万円となり、売上高構成比50.5％となりました。主な要因としては、ソリューションテクノロジー

（スタンドアロン製品等）の売上減少によるものであります。 

（サービス） 

 当第２四半期累計期間におけるサービスの売上高は、前年同期比1.6％増加し、37億89百万円となり、売上高構成

比49.5％となりました。プロダクト売上（ソリューションテクノロジー）は減少いたしましたが、サービス売上にお

いては、税制改正等への即時対応を行うなどサービス向上に努めた結果、前年と同等の売上高を確保することができ

ました。 

売上高前年同期比較                                 （単位：百万円・％） 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は724億63百万円となり、前事業年度比51億67百万円の減少となりました。その主

な要因は、保有している投資有価証券の時価の下落等による投資有価証券の減少額35億90百万円によるものでありま

す。 

 また純資産は643億7百万円となり、前事業年度末比20億26百万円の減少となりました。その主な要因は、その他有

価証券評価差額金が26億29百万円減少したことによるものであります。 

  

平成21年３月期 

第２四半期累計期間 

平成20年３月期 

第２四半期累計期間 
前年同期比較 

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比 

 プロダクト  3,872  50.5  4,495  54.6  △622  86.1

  ソリューションテクノロジー  1,988  25.9  2,392  29.1  △403  83.1

  関連製品  1,883  24.6  2,103  25.5  △219    89.6

  サービス  3,789  49.5  3,730  45.4  59  101.6

合 計  7,662  100.0  8,225  100.0  △563  93.2



（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、367億97百万円となり、前事業

年度末と比較して７億21百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14億1百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税引前四半期

純利益33億７百万円、売上債権の減少額18億41百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額19億74百万

円、投資有価証券売却益13億45百万円等によるものであります。 

 「投資活動のキャッシュ・フロー」は 、６億45百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の取得に

よる支出42億99百万円、投資有価証券の売却等による収入53億31百万円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、13億35百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額７億

99百万円、自己株式の取得による支出５億60百万円等によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間は、中小企業のシステム需要の低迷が予想以上に大きく、当初の計画を下回る水準で推移

しました。 

下期におきましても、需要の低迷が予想されますが、「奉行シリーズ」の中小企業向けラインアップを一新し、

『奉行21Ver.5シリーズ』として市場に投入し、新規およびバージョンアップ等の需要掘り起こしを図ってまいりま

す。 

以上の結果、通期の業績見通しは、売上高165億円（前期比6.0％減）、営業利益45億円（前期比21.6％減）、経

常利益70億円（前期比25.0％減）、当期純利益38億円（前期比26.6％減）を見込んでおります。 

 詳細は、平成20年10月10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

 なお、平成20年４月24日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

   

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 １．当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算出したものと著しい変化がないと認められる 

   ため、前事業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．固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

  

（３）四半期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．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規 

   則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 ２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

   たが、当第１四半期会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額についての収益性の低下

   に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。  

   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 

前回発表予想（Ａ） 
百万円 

 19,000

百万円 

 6,740

百万円 

 10,000

百万円 

 5,642

 円 銭 

282  36 

今回修正予想（Ｂ）  16,500  4,500  7,000  3,800 190  97 

増減額（Ｂ－Ａ）  △2,500  △2,240  △3,000  △1,842 △91 39 

増減率（％）  △13.2  △33.2  △30.0  △32.6  △32.4

前期実績  17,556  5,737  9,329  5,175 269  24 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

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 36,797,335 36,076,295

受取手形 152,146 125,996

売掛金 2,547,877 4,415,029

有価証券 83 83

製品 89,762 81,866

原材料 34,761 42,737

仕掛品 1,431 1,738

貯蔵品 31,900 28,867

その他 256,946 215,149

貸倒引当金 △27,697 △37,538

流動資産合計 39,884,548 40,950,225

固定資産   

有形固定資産 343,778 421,413

無形固定資産 321,515 300,728

投資その他の資産   

投資有価証券 27,951,180 31,541,443

その他 3,979,202 4,436,449

貸倒引当金 △16,452 △18,611

投資その他の資産合計 31,913,930 35,959,281

固定資産合計 32,579,223 36,681,422

資産合計 72,463,771 77,631,648

負債の部   

流動負債   

買掛金 125,778 177,981

未払金 488,699 594,212

未払費用 603,322 457,783

未払法人税等 1,710,672 2,060,000

未払消費税等 39,708 64,820

前受収益 4,038,473 4,713,128

役員賞与引当金 20,000 50,000

その他 90,605 144,643

流動負債合計 7,117,260 8,262,569

固定負債   

繰延税金負債 483,494 2,518,003

退職給付引当金 556,010 517,555

固定負債合計 1,039,505 3,035,558

負債合計 8,156,765 11,298,127



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,519,000 10,519,000

資本剰余金 18,949,268 18,946,482

利益剰余金 33,534,580 32,395,838

自己株式 △1,349,685 △810,880

株主資本合計 61,653,163 61,050,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,653,843 5,283,080

評価・換算差額等合計 2,653,843 5,283,080

純資産合計 64,307,006 66,333,520

負債純資産合計 72,463,771 77,631,648



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 7,662,199

売上原価 1,691,634

売上総利益 5,970,564

販売費及び一般管理費 4,229,091

営業利益 1,741,473

営業外収益  

受取利息 17,159

有価証券利息 27,416

受取配当金 366,467

投資有価証券売却益 1,345,427

投資事業組合運用益 105,099

その他 98,828

営業外収益合計 1,960,400

経常利益 3,701,873

特別利益  

固定資産売却益 694

貸倒引当金戻入額 19,355

特別利益合計 20,050

特別損失  

投資有価証券評価損 30,000

関係会社社債評価損 300,000

関係会社出資金評価損 83,962

特別損失合計 413,962

税引前四半期純利益 3,307,961

法人税、住民税及び事業税 1,625,544

法人税等調整額 △255,576

法人税等合計 1,369,968

四半期純利益 1,937,993



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 3,307,961

減価償却費 120,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,454

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,000

受取利息及び受取配当金 △411,044

投資有価証券売却損益（△は益） △1,345,427

投資有価証券評価損益（△は益） 30,000

関係会社社債評価損 300,000

関係会社出資金評価損 83,962

投資事業組合運用損益（△は益） △105,099

売上債権の増減額（△は増加） 1,841,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,646

仕入債務の増減額（△は減少） △52,203

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,112

未払費用の増減額（△は減少） △299,165

前受収益の増減額（△は減少） △674,654

その他 182,775

小計 2,946,802

利息及び配当金の受取額 429,612

法人税等の支払額 △1,974,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401,542

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △4,299,144

投資有価証券の売却による収入 5,331,938

関係会社貸付けによる支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △46,540

有形固定資産の売却による収入 1,590

無形固定資産の取得による支出 △35,037

敷金及び保証金の回収による収入 532

敷金及び保証金の差入による支出 △7,996

投資活動によるキャッシュ・フロー 645,342

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △799,105

自己株式の取得による支出 △560,459

自己株式の処分による収入 24,440

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,335,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721,040



（単位：千円）

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) 

現金及び現金同等物の期首残高 36,076,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,797,419



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（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        8,225,578  100.0

Ⅱ 売上原価        1,646,105  20.0

売上総利益        6,579,472  80.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        4,012,151  48.8

営業利益        2,567,321  31.2

Ⅳ 営業外収益        4,343,882  52.8

Ⅴ 営業外費用        635,943  7.7

経常利益        6,275,260  76.3

Ⅵ 特別損失        257,907  3.1

税引前中間純利益        6,017,353  73.2

法人税、住民税及び事業
税  2,948,770      

法人税等調整額 △466,811  2,481,959  30.2

中間純利益    3,535,394  43.0

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

  （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   

税引前中間純利益  6,017,353

減価償却費  45,646

無形固定資産償却費  55,570

退職給付引当金の増加・減少(△)額  30,662

役員賞与引当金の増加・減少(△)額  △25,000

貸倒引当金の増加・減少(△)額  △19

受取利息配当金  △2,034,294

投資有価証券売却益  △1,774,781

投資有価証券売却損  42,471

投資有価証券償還損  42,256

投資有価証券評価損  551,215

関係会社株式評価損  32,907

関係会社社債評価損  225,000

投資事業組合損益  △491,003

売上債権の減少・増加(△)額  1,629,231

たな卸資産の減少・増加(△)額  △22,041

前払費用の減少・増加(△)額  △9,707

仕入債務の増加・減少(△)額  △92,977

未払消費税等の増加・減少(△)額  △89,084

未払費用の増加・減少(△)額  71,776

前受収益の増加・減少(△)額  △603,418

その他  △71,705

役員賞与の支払額 － 

小計  3,530,056

利息及び配当金の受取額  2,042,689

法人税等の支払額  △2,723,828

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,848,917



  

前中間会計期間 

  （自 平成19年４月１日  

   至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出  △1,004,280

投資有価証券の売却等による収入  6,718,294

関係会社株式の取得による支出  △40,000

関係会社社債の取得による支出  △225,000

有形固定資産の取得による支出  △52,240

無形固定資産の取得による支出  △68,985

会員権の取得による支出  △13,900

敷金・保証金返済による収入  2,385

敷金・保証金差入による支出  △106,309

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,209,965

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △799,068

自己株式の取得による支出  △463

自己株式の処分による収入  65,682

財務活動によるキャッシュ・フロー  △733,849

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  37,364

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  7,362,397

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  28,822,774

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  36,185,172
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