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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 1,654 ― △180 ― △146 ― △147 ―

20年3月期第2四半期 2,046 46.5 10 △28.6 30 2.8 16 △56.5

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 △1,798.66 ―

20年3月期第2四半期 201.54 ―

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 4,398 2,983 67.8 36,379.80
20年3月期 4,930 3,218 65.3 39,245.92

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,983百万円 20年3月期  3,218百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― 500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 500.00 1,000.00

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  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 5,500 0.6 600 △10.6 620 △11.2 180 △56.1 2,195.12

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  無  

(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 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  82,000株 20年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  82,000株 20年3月期第2四半期  82,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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。  

Owner
ＯＤＫロゴ



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（平成20年７月１日～９月30日）におけるわが国経済は、米国発の世界的な信用収縮と景気悪化

が追いうちとなり景況感が悪化し、企業の設備投資意欲も後退しつつあります。情報サービス業界におきまして

も、景気先行きの不透明感の高まりからIT投資の見直しが予想され、これまで８ヶ月続いてきた増収傾向が反転

する可能性は否めません。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成20年８月分確報）より〕 

 当社におきましては、中長期的な事業成長を実現すべく、事業拡張力や情報セキュリティ及び処理能力の向上

を目的として、当第２四半期に大阪センターの移転、強化に取組んでまいりました。 

 当第２四半期累計期間の売上高は、システム運用は順調に増加したものの、システム開発が前年同累計期間の

大規模開発（システム災害復旧体制ネットワーク構築等（289,638千円））の剥落により減少し、 千円

（前年同期比 19.1％減）となりました。同様の理由により、営業損失は180,192千円、経常損失は146,626千円

となったほか、大阪センターの移転にともなう事務所移転費用（86,723千円）を計上したことにより、四半期純

損失は147,490千円となりました。このように損失計上となりましたが、通期の業績につきましては、株券電子

化にともなうシステム開発等の売上計上が第４四半期に見込まれることから、現時点においては予定どおりの業

績であります。 

 なお、当社事業は、システム開発の売上計上が顧客の決算期である３月に集中するほか、学校法人向け情報処

理アウトソーシングを中心とするシステム運用売上も第４四半期会計期間に急増するという特性があります。こ

のため、第２四半期累計期間の売上高及び利益共に、第３及び第４四半期会計期間に比べ極めて低い水準にとど

まり、例年損失計上を余儀なくされる傾向にあります。 

  

  

２．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、 千円と前事業年度末に比べ531,759千円減少しました。これは主に売掛

金の減少等によるもので、当社業績が下期偏重であることに起因しております。負債については、主に未払法人

税等の減少により、 千円と前事業年度末に比べ296,737千円減少しました。純資産については、

千円と前事業年度末に比べ235,022千円減少しました。 

 

 また、当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ

524,149千円減少し、448,468千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は

以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、669,342千円の支出（前年同累計期間は335,965千円の支出）となりました。これは主に大型

システム開発案件の進行により、たな卸資産（仕掛品）が増加したこと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、226,407千円の収入（前年同累計期間は862,463千円の支出）となりました。これは主に定期

預金の払戻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、81,213千円の支出（前年同累計期間は80,850千円の支出）となりました。これは配当金の支

払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２四半期累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期業績予想につきましては、平成20年

４月23日に公表いたしました業績予想と変更はございません。  

  

1,654,778

4,398,274

1,415,131

2,983,143
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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 

  該当事項はありません。  

  

（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 

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、個別法による原価法によっておりましたが、第１

四半期会計期間から「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

用されたことにともない、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。これにより、当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありませ

ん。 

 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、通常の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日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることにな

ったことにともない、第１四半期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。なお、リース取引

開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を引き続き採用しております。これにより、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は

ありません。 
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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 538,468 1,262,617

売掛金 425,403 803,965

有価証券 99,997 99,998

商品 19,493 2,799

仕掛品 852,614 327,742

繰延税金資産 203,311 91,138

その他 74,309 129,354

貸倒引当金 △2,551 △4,817

流動資産合計 2,211,047 2,712,801

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 289,299 108,338

工具、器具及び備品（純額） 60,133 28,097

建設仮勘定 2,612 －

有形固定資産合計 352,046 136,436

無形固定資産   

ソフトウエア 116,319 156,498

その他 4,524 4,487

無形固定資産合計 120,844 160,985

投資その他の資産   

投資有価証券 782,049 892,076

繰延税金資産 309,548 327,514

差入保証金 249,310 314,158

長期預金 250,000 250,000

その他 123,490 136,125

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 1,714,336 1,919,811

固定資産合計 2,187,227 2,217,233

資産合計 4,398,274 4,930,034



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,851 256,502

未払金 148,085 18,349

未払費用 91,632 71,206

未払法人税等 5,140 344,610

賞与引当金 142,000 134,000

その他 36,382 89,526

流動負債合計 627,091 914,194

固定負債   

退職給付引当金 617,406 627,987

役員退職慰労引当金 140,673 169,686

その他 29,960 －

固定負債合計 788,039 797,673

負債合計 1,415,131 1,711,868

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 1,747,706 1,977,196

株主資本合計 2,992,106 3,221,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,963 △3,430

評価・換算差額等合計 △8,963 △3,430

純資産合計 2,983,143 3,218,165

負債純資産合計 4,398,274 4,930,034



（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 1,654,778

売上原価 1,501,637

売上総利益 153,140

販売費及び一般管理費 333,333

営業損失（△） △180,192

営業外収益  

受取利息 4,889

受取配当金 1,693

保険解約返戻金 27,585

その他 1,088

営業外収益合計 35,257

営業外費用  

支払利息 509

投資事業組合運用損 1,182

営業外費用合計 1,692

経常損失（△） △146,626

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,266

特別利益合計 2,266

特別損失  

固定資産除却損 6,475

事務所移転費用 86,723

特別損失合計 93,199

税引前四半期純損失（△） △237,559

法人税、住民税及び事業税 4,137

法人税等調整額 △94,207

法人税等合計 △90,069

四半期純損失（△） △147,490



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 978,217

売上原価 882,819

売上総利益 95,398

販売費及び一般管理費 173,679

営業損失（△） △78,281

営業外収益  

受取利息 2,402

受取配当金 960

その他 812

営業外収益合計 4,175

営業外費用  

支払利息 289

投資事業組合運用損 1,182

営業外費用合計 1,472

経常損失（△） △75,578

特別損失  

固定資産除却損 6,475

事務所移転費用 68,615

特別損失合計 75,090

税引前四半期純損失（△） △150,668

法人税、住民税及び事業税 1,126

法人税等調整額 △60,965

法人税等合計 △59,838

四半期純損失（△） △90,830



（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  

税引前四半期純損失（△） △237,559

減価償却費 78,487

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,266

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,013

受取利息及び受取配当金 △6,583

支払利息 509

固定資産除却損 6,475

売上債権の増減額（△は増加） 378,561

たな卸資産の増減額（△は増加） △541,565

仕入債務の増減額（△は減少） △52,650

未収消費税等の増減額（△は増加） △11,973

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,913

その他 137,574

小計 △336,497

利息及び配当金の受取額 6,034

利息の支払額 △509

法人税等の支払額 △338,369

営業活動によるキャッシュ・フロー △669,342

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支出 △90,000

定期預金の払戻による収入 290,000

有価証券の償還による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △199,874

投資有価証券の償還による収入 204,433

有形固定資産の取得による支出 △133,301

無形固定資産の取得による支出 △1,616

その他 56,765

投資活動によるキャッシュ・フロー 226,407

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △81,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △524,149

現金及び現金同等物の期首残高 972,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 448,468



 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        2,046,474  100.0

Ⅱ 売上原価        1,694,639  82.8

売上総利益        351,835  17.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        341,094  16.7

営業利益        10,740  0.5

Ⅳ 営業外収益        20,206  1.0

Ⅴ 営業外費用        65  0.0

経常利益        30,882  1.5

Ⅵ 特別利益        614  0.0

Ⅶ 特別損失        81  0.0

税引前中間純利益        31,415  1.5

法人税、住民税及び事業
税  63,249            

法人税等調整額 △48,360  14,888  0.7

中間純利益        16,526  0.8



（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  31,415

減価償却費  65,557

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △614

賞与引当金の増減額（△は減少）   9,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）   16,449

役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少）   20,729

受取利息及び受取配当金  △4,883

支払利息   65

固定資産除却損   81

売上債権の増減額（△は増加）   104,579

たな卸資産の増減額（△は増加）  △295,405

仕入債務の増減額（△は減少）   106,464

未払消費税等の増減額（△は減少）  △49,172

その他  △57,109

小計 △52,643

利息及び配当金の受取額   4,075

利息の支払額  △65

法人税等の支払額 △287,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △335,965

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支出  △290,000

定期預金の払戻による収入   40,000

長期性預金の預入による支出  △150,000

有価証券の取得による支出  △99,990

有価証券の償還による収入   100,245

投資有価証券の取得による支出  △298,284

有形固定資産の取得による支出 △65,506

無形固定資産の取得による支出  △12,567

貸付金の増減による収支  1,420

その他  △87,782

投資活動によるキャッシュ・フロー △862,463



  
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）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △80,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,850

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,279,279

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,810,928

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  531,648



６．その他の情報 

 当社では、情報システムの保全性及び機密性の向上等を目的として、本年10月の完成に向け、大阪センターの

移転を進めております。 

 当第２四半期累計期間においては、大阪センター移転対応を中心に175,882千円の設備投資を実施しました。

主な内容としては、電算機用電源設備、電算室消火設備、重要機器の免震設備及び設備監視システムをはじめと

した電算室設備に153,249千円の設備投資を実施し、システムの安全性及びセキュリティ強化を図っておりま

す。 

 また、大阪センターの移転にともなう費用として86,723千円の事務所移転費用を計上しております。主な内容

としては、新センターの移転前賃料等31,462千円及び旧センター他の原状回復費用17,200千円であります。移転

前賃料が発生する理由は、安定的なシステム移行のためには、一定期間、新旧センター双方による並行運用が必

要となるためであります。 
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