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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 70,594 ― 1,190 ― 782 ― 312 ―
20年3月期第2四半期 69,348 △3.2 582 △36.8 621 1.4 234 4.0

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 11.89 ―
20年3月期第2四半期 8.86 ―

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 103,961 61,666 59.3 2,353.36
20年3月期 114,260 62,259 54.5 2,350.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  61,666百万円 20年3月期  62,259百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

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 150,000 0.8 4,400 20.5 3,600 6.3 2,000 7.9 76.22

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、５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） 

※ 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。 
※ 連結業績予想は、本資料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。  

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  26,493,555株 20年3月期  26,493,555株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  289,763株 20年3月期  5,325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  26,272,741株 20年3月期第2四半期  26,488,683株
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定性的情報・財務諸表等

前年同期比の増減額及び増減率については、平成19年９月中間期（平成19年４月１日から９月30日の６か月間）を前

第２四半期とし、参考として比較を記載しております。

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（以下、当第２四半期といいます。）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン

問題に端を発した金融不安の影響や原油・原材料価格の高騰による消費の不振もあり、景況感は急速に悪化し、経営

環境は厳しさを増してきております。

　こうした状況の中で当社グループは、従来から取り組んできましたコンサル型営業及び自社ソリューションの強化

に加え、今年度より東京を中心とした成長市場への一層のリソースシフトと、中小市場における新しいビジネスモデ

ルを開始するなど、新たな事業活動を展開いたしました。

  この結果、当第２四半期の受注高は、70,306百万円（前年同期比4.4％減）、売上高は、70,594百万円（同1.8％増）、

営業利益は、1,190百万円（同104.4％増）、経常利益は、782百万円（同26.0％増）、四半期純利益は、312百万円（同

33.2％増）を計上し、増収・増益となりました。

［連結経営成績］

 

前第２四半期

（自 平成19年４月１日　

至 平成19年９月30日）

当第２四半期

（自 平成20年４月１日　

至 平成20年９月30日）

前年同期比

前連結会計年度

（自 平成19年４月１日　

至 平成20年３月31日）

金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

受注高 73,554 － 70,306 － △3,248 △4.4 147,002 －

売上高 69,348 100.0 70,594 100.0 1,246 1.8 148,855 100.0

売上総利益（注） 12,324 17.8 13,016 18.4 691 5.6 26,163 17.6

販売費及び一般管理費（注） 11,741 16.9 11,825 16.7 83 0.7 22,510 15.1

営業利益 582 0.9 1,190 1.7 608 104.4 3,652 2.5

経常利益 621 0.9 782 1.1 161 26.0 3,385 2.3

特別利益 5 0.0 1 0.0 △3 △70.6 562 0.4

特別損失 85 0.1 58 0.1 △26 △31.4 513 0.4

四半期（当期）純利益 234 0.3 312 0.4 77 33.2 1,853 1.2

（注）　従来、売上原価に計上しておりましたサービスビジネス営業費用について、当連結会計年度より、販売費及び一

般管理費に計上する方法に変更しました。（詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧くだ

さい。） 

　これにより、当第２四半期の売上総利益は579百万円増加（売上高百分比への影響は0.8％、前年同期比増減率へ

の影響は4.7％）し、販売費及び一般管理費は579百万円増加（売上高百分比への影響は0.8％、前年同期比増減率へ

の影響は4.9％）しております。
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［受注の状況］

区分

前第２四半期

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

当第２四半期

（自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日）

前年同期比

前連結会計年度

（自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

 情報システム 22,009 29.9 21,075 30.0 △933 △4.2 44,099 30.0

 ソフトウェアサービス 38,953 53.0 37,933 53.9 △1,020 △2.6 78,241 53.2

情報ネットワークサービス計 60,962 82.9 59,008 83.9 △1,953 △3.2 122,340 83.2

保守サービス計 6,697 9.1 5,663 8.1 △1,034 △15.4 12,631 8.6

コンストラクションサービス計 5,894 8.0 5,634 8.0 △260 △4.4 12,030 8.2

合計 73,554 100.0 70,306 100.0 △3,248 △4.4 147,002 100.0

［売上の状況］

区分

前第２四半期

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

当第２四半期

（自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日）

前年同期比

前連結会計年度

（自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

 情報システム 21,162 30.5 21,007 29.8 △155 △0.7 44,396 29.8

 ソフトウェアサービス 36,275 52.3 39,141 55.4 2,865 7.9 79,472 53.4

情報ネットワークサービス計 57,438 82.8 60,148 85.2 2,710 4.7 123,868 83.2

保守サービス計 6,723 9.7 5,650 8.0 △1,073 △16.0 12,688 8.5

コンストラクションサービス計 5,186 7.5 4,796 6.8 △390 △7.5 12,299 8.3

合計 69,348 100.0 70,594 100.0 1,246 1.8 148,855 100.0

〔情報ネットワークサービス〕

　情報ネットワークサービスの売上高は、60,148百万円（前年同期比4.7％増）となりました。

  内訳として、ハードウェアから成る情報システムの売上高は、21,007百万円（同0.7％減）と前年並みにとどまりま

したが、ソフトウェアサービスの売上高は、ITマネジメントサービス等のソリューションサービスが好調で、39,141

百万円（同7.9％増）と増加いたしました。

〔保守サービス〕

　保守サービスの売上高は、5,650百万円（前年同期比16.0％減）となりました。

  平成19年10月に東日本地区の保守業務の一部を株式会社エフサス・テクノ東日本へ移管したことに伴う影響もあり、

前年同期を下回りました。

〔コンストラクションサービス〕

　コンストラクションサービスの売上高は、4,796百万円（同7.5％減）となりました。

  IP-PBXを中心に通信システム工事が堅調に推移したものの、大型の情報システム工事やオフィス移転工事が減少し

たため、前年同期を下回りました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の分析

　当第２四半期末の総資産は103,961百万円（前連結会計年度末比9.0％減）、純資産は61,666百万円（同1.0％

減）とそれぞれ減少しました。

　資産及び負債では、受取手形及び売掛金が7,434百万円、支払手形及び買掛金が7,993百万円それぞれ減少しま

した。高水準であった前連結会計年度末残高の決済額が、第２四半期末の計上額を上回ったためであります。

　純資産は、四半期純利益312百万円の計上により増加したものの、株主還元である配当金264百万円、及び自己

株式の市場買付け398百万円などにより減少しました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期における現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は、営業活動・投資活動及び財務活動

それぞれによるキャッシュ・フローにおいて資金が減少した結果、15,634百万円（前連結会計年度末比21.9％減）

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は1,954百万円となりました。税金等調整前四半期純利益725百万円を計上したも

のの、資金の減少要因として、たな卸資産の増加額435百万円、未払消費税等の減少額604百万円、及び法人税等

の支払額1,218百万円などがありました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は1,765百万円となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の取得によ

る支出3,047百万円が、同売却による収入1,548百万円を上回ったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は、配当金の支払及び自己株式の取得により、661百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点で平成20年4月28日に発表した連結業績予想に修正はありません。

　連結業績予想は、本資料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。

［連結業績予想］

通期

平成19年度 平成20年度 増減率（％）

売上高（百万円） 148,855 150,000 0.8

営業利益（百万円） 3,652 4,400 20.5

経常利益（百万円） 3,385 3,600 6.3

当期純利益（百万円） 1,853 2,000 7.9
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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

　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

（四半期財務諸表に関する会計基準の適用）

　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。

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、仕掛品は個別法による原価法、その他のたな卸資産

は先入先出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、それぞれ原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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。

（サービスビジネス営業費用の計上区分変更）

　従来、サービスビジネス営業費用については、売上原価に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間か

ら、販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しました。

　当社グループでは、保守サービス分野の構造改革として、ハードウェア保守を担当していた従業員の一部につ

いて、サービスビジネス営業への職種転換を段階的に進めてきました。こうした職種転換が終了し、第１四半期

連結会計期間よりサービスビジネス営業に専従する体制が整備されたため、この変更を行うものであります。

　これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上原価は579百万円減少し、販売費及び一般

管理費は同額増加しております。
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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：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 7,791 11,312

受取手形及び売掛金 32,666 40,100

有価証券 4,993 5,526

たな卸資産 12,075 11,640

預け金 23,847 23,675

その他 2,516 2,573

貸倒引当金 △11 △12

流動資産合計 83,877 94,817

固定資産   

有形固定資産 2,920 3,016

無形固定資産 1,013 1,099

投資その他の資産   

投資有価証券 9,409 8,875

その他 7,228 6,936

貸倒引当金 △487 △484

投資その他の資産合計 16,150 15,327

固定資産合計 20,084 19,443

資産合計 103,961 114,260

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,666 30,660

その他 7,892 9,824

流動負債合計 30,558 40,484

固定負債   

退職給付引当金 11,508 11,235

役員退職慰労引当金 227 281

固定負債合計 11,736 11,516

負債合計 42,294 52,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,220 12,220

資本剰余金 11,811 11,811

利益剰余金 38,573 38,525

自己株式 △405 △7

株主資本合計 62,198 62,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △531 △289

評価・換算差額等合計 △531 △289

純資産合計 61,666 62,259

負債純資産合計 103,961 114,260
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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：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 70,594

売上原価 57,578

売上総利益 13,016

販売費及び一般管理費 11,825

営業利益 1,190

営業外収益  

受取利息 209

受取配当金 8

持分法による投資利益 3

雑収入 39

営業外収益合計 261

営業外費用  

退職給付積立不足償却額 626

雑支出 42

営業外費用合計 669

経常利益 782

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 58

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 58

税金等調整前四半期純利益 725

法人税、住民税及び事業税 243

法人税等調整額 169

法人税等合計 413

四半期純利益 312
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（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 725

減価償却費 400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △53

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息及び受取配当金 △218

持分法による投資損益（△は益） △3

投資有価証券評価損益（△は益） 58

投資有価証券売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 3

その他の損益（△は益） 25

売上債権の増減額（△は増加） 7,415

たな卸資産の増減額（△は増加） △435

その他の資産の増減額（△は増加） △182

仕入債務の増減額（△は減少） △7,993

未払消費税等の増減額（△は減少） △604

その他の負債の増減額（△は減少） 64

小計 △523

利息及び配当金の受取額 211

事業再編による支出 △423

法人税等の支払額 △1,218

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,954

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △1,998

有価証券の売却による収入 1,498

預け金の預入による支出 △20,000

預け金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △101

無形固定資産の取得による支出 △151

投資有価証券の取得による支出 △1,049

投資有価証券の売却による収入 50

敷金及び保証金の差入による支出 △20

敷金及び保証金の回収による収入 13

投資その他の資産の増減額（△は増加） △7

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,765

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △263

自己株式の取得による支出 △398

財務活動によるキャッシュ・フロー △661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,381

現金及び現金同等物の期首残高 20,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,634
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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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活

動を営んでいるため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　本邦以外の国また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〕

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　第１四半期連結会計期間において、資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策を遂行するため、信託

方式による東京証券取引所での市場買付けにより、自己株式398百万円（普通株式284,200株）を取得しました。
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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（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 69,348 100.0

Ⅱ　売上原価 57,024 82.2

売上総利益 12,324 17.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 11,741 16.9

営業利益 582 0.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 664

２．持分法による投資利益 2

３．雑収入 59 727 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．退職給付積立不足償却額 626

２．雑支出 61 688 1.0

経常利益 621 0.9

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 4

２．その他 0 5 0.0

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券売却損 50

２．投資有価証券評価損 34 85 0.1

税金等調整前中間純利益 541 0.8

法人税、住民税及び事業税 234

法人税等調整額 71 306 0.5

中間純利益 234 0.3
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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（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利益 541

減価償却費 405

退職給付引当金の増減額（減少：△） 10

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 28

貸倒引当金の増減額（減少：△） △41

受取利息及び受取配当金 △664

持分法による投資損益（利益：△） △2

投資有価証券評価損 34

投資有価証券売却損 50

有形固定資産廃却損 10

その他損益（収益：△） 17

売上債権の増減額（増加：△） 10,428

たな卸資産の増減額（増加：△） △743

その他資産の増減額（増加：△） 112

仕入債務の増減額（減少：△） △11,902

未払消費税等の増減額（減少：△） △660

その他負債の増減額（減少：△） 314

小計 △2,060

利息及び配当金の受取額 646

法人税等の支払額 △1,674

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,088

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △2,995

有価証券の売却による収入 2,995

預け金の預入による支出 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △205

無形固定資産の取得による支出 △133

投資有価証券の取得による支出 △1,695

投資有価証券の売却による収入 4,611

敷金保証金の払込による支出 △23

敷金保証金の返還による収入 32

投資その他の資産の取得による支出 △77

投資その他の資産の回収による収入 5

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,485

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △238

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △239

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △20,813

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 37,777

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 16,964
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活

動を営んでいるため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　本邦以外の国また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〕

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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