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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 4,128 ― 302 ― 296 ― 146 ―
20年3月期第2四半期 3,805 △1.0 281 7.2 283 7.0 144 0.2

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 57.86 ―
20年3月期第2四半期 57.17 ―

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 5,023 3,530 70.0 1,388.90
20年3月期 5,246 3,521 66.9 1,385.34

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,518百万円 20年3月期  3,509百万円

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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   

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 8,500 4.8 680 5.4 685 6.5 350 2.3 138.15

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  無  

(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、２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５月８日に公表いたしました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、実際の業績等は、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、添付資料の２ページをご参照下さい。 
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。  

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  2,546,640株 20年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  13,319株 20年3月期  13,179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  2,533,382株 20年3月期第2四半期  2,533,606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２四半期連結累計期間における日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安 

 と、米国景気の減速を背景とした急速な円高の進行や原油・原材料価格の高騰の影響から、消費者物価の上昇が続

 き、個人消費の伸び悩みや企業収益の減少傾向が見られるなど、景気の減速基調が続いております。 

  情報サービス業界におきましても、景気動向を反映して顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が見られるほか、

 価格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状況にあります。 

  このような状況の中で、当社グループにおきましては、継続案件の維持・拡大及び事業会社の銀行業参入による

 業務拡大案件等の新規案件の受注に邁進し、特に流通業向けサービス、金融業向けサービスを中心に売上高は堅調

 に推移しました。 

  その結果、当社グループの売上高は4,128百万円となりました。また、営業利益は302百万円、経常利益は296百 

 万円、四半期純利益は146百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は5,023百万円となり、前連結会計年度末と比較して223百万円の減

 少となりました。また、負債合計は1,492百万円となり、前連結会計年度末と比較して232百万円の減少となりまし

 た。これらは主に、未払金の支払によるものです。純資産は3,530百万円となり、前連結会計年度末と比較して9百

 万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は70.0％

 と高い水準を維持することができました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は20百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額296百 

 万円等の資金増加、法人税等を含む未払金の支払額260百万円及び仕入債務の減少額55百万円等の資金減少による 

 ものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は142百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出133百万円

 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） 

  財務活動の結果使用した資金は125百万円となりました。これは主に、配当金の支払額124百万円によるものであ

 ります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当社グループを取り巻く厳しい環境は当面継続するものと考えられますが、当第２四半期における業績は概ね計

 画どおり推移しました。下期におきましても主要３業種を中心に、量販店向け案件、クレジット案件、ヘルスケア

 案件等の新規受注獲得及び通信キャリア向け案件等の継続案件の受注拡大により、引き続き堅調に推移することが

 見込まれることから当初発表（平成20年５月８日）の通期連結業績予想に変更はありません。 

  なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する

 るさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合がありま 

 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 

  該当事項はありません。 

  

  

（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。 
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 ② たな卸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、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。

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

 ③ 売上高の計上基準の変更  

   売上高の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（会

  計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

  号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用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、第１四半期連結会計期間以降に着手したプロ

  ジェクトから、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトに

  ついては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては工

  事完成基準（検収基準）を適用しております。 

   これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ35百万

  円増加しております。 
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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 1,723,196 1,710,121

売掛金 1,629,405 1,620,692

有価証券 300,000 600,000

仕掛品 52,090 34,864

その他 161,817 141,507

貸倒引当金 △2,764 △7,590

流動資産合計 3,863,745 4,099,595

固定資産   

有形固定資産 89,612 96,762

無形固定資産 3,787 3,823

投資その他の資産   

投資有価証券 458,259 455,661

その他 608,023 590,873

投資その他の資産合計 1,066,283 1,046,534

固定資産合計 1,159,683 1,147,119

資産合計 5,023,428 5,246,715

負債の部   

流動負債   

買掛金 417,263 473,104

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 168,499 192,590

賞与引当金 223,751 171,825

役員賞与引当金 15,300 37,700

その他 145,520 335,637

流動負債合計 1,270,335 1,510,856

固定負債   

退職給付引当金 61,511 60,641

役員退職慰労引当金 161,111 153,827

固定負債合計 222,622 214,469

負債合計 1,492,958 1,725,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,038,311 2,018,392

自己株式 △23,972 △23,784

株主資本合計 3,491,336 3,471,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,629 38,190

為替換算調整勘定 565 △102

評価・換算差額等合計 27,194 38,088

少数株主持分 11,939 11,695

純資産合計 3,530,470 3,521,389

負債純資産合計 5,023,428 5,246,715
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（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 4,128,044

売上原価 3,403,532

売上総利益 724,512

販売費及び一般管理費  

役員賞与引当金繰入額 15,300

賞与引当金繰入額 18,904

退職給付費用 2,313

役員退職慰労引当金繰入額 7,309

貸倒引当金繰入額 671

その他 377,943

販売費及び一般管理費合計 422,442

営業利益 302,069

営業外収益  

受取利息 4,243

受取配当金 4,469

その他 1,933

営業外収益合計 10,646

営業外費用  

支払利息 2,657

投資有価証券評価損 11,616

その他 2,381

営業外費用合計 16,655

経常利益 296,060

税金等調整前四半期純利益 296,060

法人税、住民税及び事業税 176,855

法人税等調整額 △27,855

法人税等合計 149,000

少数株主利益 468

四半期純利益 146,591
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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 296,060

減価償却費 8,042

引当金の増減額（△は減少） 32,854

受取利息及び受取配当金 △8,712

支払利息 2,657

売上債権の増減額（△は増加） △8,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,226

仕入債務の増減額（△は減少） △55,840

その他 △74,168

小計 174,953

利息及び配当金の受取額 7,291

利息の支払額 △2,611

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,913

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 △5,371

投資有価証券の取得による支出 △133,707

その他 △3,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,339

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △187

配当金の支払額 △124,852

少数株主への配当金の支払額 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △286,925

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,664,696
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 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）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        3,805,961  100.0

Ⅱ 売上原価        3,138,728  82.5

売上総利益        667,233  17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        385,771  10.1

営業利益        281,461  7.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息      2,175            

２．受取配当金  4,054            

３．その他  1,010  7,240  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  2,483            

２．投資有価証券評価損  748            

３．支払手数料  2,130  5,362  0.2

経常利益        283,339  7.4

Ⅶ 特別損失                  

１．貸倒損失  15,904            

２．持分変動損失  207  16,112  0.4

税金等調整前中間純利益        267,227  7.0

法人税、住民税及び事業税  149,681            

法人税等調整額  △27,393  122,288  3.2

少数株主利益        82  0.0

中間純利益        144,856  3.8
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（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  267,227

減価償却費   11,011

引当金の増加額   61,677

受取利息及び受取配当金   △6,229

支払利息   2,483

売上債権の減少額   196,164

たな卸資産の増加額（△）  △46,238

仕入債務の減少額（△）   △68,156

その他   △8,002

小計  409,936

利息及び配当金の受取額   6,073

利息の支払額   △3,388

法人税等の支払額   △122,103

営業活動によるキャッシュ・フロー  290,518

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   △14,917

投資有価証券の取得による支出   △7,024

その他   △2,568

投資活動によるキャッシュ・フロー  △24,509

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出   △183

配当金の支払額   △124,839

少数株主に対する株式発行による収入   3,550

少数株主に対する配当金の支払額   △200

財務活動によるキャッシュ・フロー  △121,673

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  144,335

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,678,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,822,457
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