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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 61,948 ― 4,139 ― 4,210 ― 2,414 ―
20年3月期第2四半期 63,548 10.9 4,127 30.2 3,965 24.5 2,280 20.6

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 96.57 ―
20年3月期第2四半期 91.20 ―

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 71,447 34,143 47.8 1,365.75
20年3月期 74,640 32,407 43.4 1,296.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  34,143百万円 20年3月期  32,407百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― 25.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 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 135,000 2.8 9,400 8.0 9,200 8.9 5,300 4.7 212.00

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、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) 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、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。  

(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）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
（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方針」（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 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  25,000,000株 20年3月期  25,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  178株 20年3月期  79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  24,999,849株 20年3月期第2四半期  24,999,935株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国の金融危機による輸出産業の減速や株価の暴
落、原材料高騰による個人消費の下振れなど、景気悪化の懸念がより一層深刻化してまいりました。情報
サービス業界においても、これらの影響を受けた企業においてはＩＴ投資抑制の傾向となりました。 
 このような事業環境ではありますが、当社グループは、コンサルティングからシステムの企画・設計、
開発、保守・運用に至るトータルソリューションの提供及び豊富な業種ノウハウを活用とした業務ソリュ
ーションの事業展開を図っており、情報サービス業界のトップクラスの企業となるべく、当社独自ビジネ
スの拡大と高収益事業体質の実現を柱とした中期経営目標「平成22年度売上高1,500億円以上、営業利益
率8%」を実現すべく事業を推進しております。 
当第２四半期連結累計期間における事業別の状況を概観しますと、システムインテグレーション及びシ

ステムサービス事業の売上高は、ネットワークなどのプラットフォームソリューション及び車載端末など
の組み込みソフトウェア関連は堅調に推移いたしましたが、メガバンク・証券会社・自動車会社・電力会
社におけるＩＴ投資案件の計画延期や開発中断などの影響を受けたことにより非常に厳しい状況で推移い
たしました。この結果、当事業の連結売上高は49,436百万円（前年同期比2.5％減）となりました。ソフ
トウェアパッケージ事業及び情報処理機器販売事業の売上高においても、システムインテグレーション及
びシステムサービス事業と同様の状況で推移し、それぞれ4,128百万円（前年同期比3.1％減）、8,383百
万円（前年同期比2.4％減）となりました。  
利益面においては、ＳＥ作業の標準化や開発ツール整備による生産性の向上、無駄の排除による原価低

減の徹底及び海外調達の促進などの諸施策を進めコスト低減に努めました。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高合計は61,948百万円(前年同期比2.5％減)となり
ましたが、営業利益は4,139百万円(前年同期比0.3％増)、経常利益は4,210百万円(前年同期比6.2％増)、
四半期純利益は2,414百万円(前年同期比5.9％増)となりました。  
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べ3,193百万円減の71,447
百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が4,747百万円減少したことによるものでありま
す。 
 負債の合計は、前連結会計年度末に比べ4,929百万円減の37,303百万円となりました。主な要因は、買
掛金が2,281百万円、未払法人税等が874百万円減少したことによるものであります。 
 純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ1,736百万円増の34,143百万円となりました。この結果、自
己資本比率は前年同期末の44.3%から47.8%となりました。 
  

今後のわが国経済は、世界経済の低迷により国内実体経済への減速懸念がより一層強まる見込みであ
り、当社を取り巻く事業環境はさらに厳しさが増すと予想されます。 
 下半期における当社グループの事業展開は、当社独自ビジネスの受注及び売上の拡大を主眼とし、ＩＴ
投資意欲が活発な分野へ注力するとともに、ＩＴ投資効果を明確にした積極的な提案活動、得意業種ノウ
ハウのテンプレート化及び主力パッケージ製品を核としたソリューション展開を推進してまいります。そ
のために、第２四半期においてはEXASOL AG(ドイツ)と世界 速の検索性能を誇るインメモリ・データウ
ェアハウス・エンジン「エクサソリューション」、トレンドマイクロ㈱と情報漏えい防止製品「Trend 
Micro LeakProof（リークプルーフ）」、Palo Alto Networks, Inc.(アメリカ)と次世代型ファイアウォ
ール製品「Palo Alto Networks PAシリーズ」の販売代理店契約を締結しソリューションメニューの拡充
を図りました。一方で、㈱日立製作所情報通信グループとの拡販戦略の共有化、日立グループ各社との協
業体制などについてもより一層強化してまいります。経営基盤の強化においては、プロジェクト管理力の
向上による生産性の向上、販売費及び一般管理費の増加抑止など原価低減施策を引き続き推進してまいり
ます。 
 以上のことから現時点の通期の連結業績予想につきましては、平成20年4月23日付けで発表しました予
想数値を据え置き変更しておりません。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

①税金費用の計算 
 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税
引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

②原価差異の繰延処理 
 操業度の変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる
ため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

  

①「四半期会計基準に関する会計基準」(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「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を当第１四半期連結会計期間から適用
し、商品は、移動平均法による低価法から、移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切
下げの方法)、たな卸資産は個別法による原価法から、個別法による原価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法)にそれぞれ変更しております。なお、従来の方法によった場合に比べて、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ありません。 

③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)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）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。  
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
 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。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、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。 

  

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)

(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

(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
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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 955 634 

受取手形及び売掛金 33,886 38,634 

商品 419 1,192 

仕掛品 5,674 4,398 

預け金 7,289 9,666 

その他 5,022 5,196 

流動資産合計 53,248 59,722 

固定資産 

有形固定資産 2,080 1,573 

無形固定資産 2,195 1,618 

投資その他の資産 

その他 13,940 11,743 

貸倒引当金 △17 △17 

投資その他の資産合計 13,923 11,725 

固定資産合計 18,198 14,917 

資産合計 71,447 74,640 

負債の部 

流動負債 

買掛金 10,775 13,057 

未払法人税等 1,857 2,731 

プログラム補修引当金 1,318 1,368 

受注損失引当金 493 1,005 

その他 11,217 13,178 

流動負債合計 25,662 31,340 

固定負債 

退職給付引当金 11,170 10,497 

役員退職慰労引当金 216 390 

その他 254 4 

固定負債合計 11,641 10,892 

負債合計 37,303 42,233 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,190 4,190 

資本剰余金 6,279 6,279 

利益剰余金 23,465 21,675 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 33,933 32,144 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 226 277 

繰延ヘッジ損益 △16 △15 

評価・換算差額等合計 209 262 

純資産合計 34,143 32,407 

負債純資産合計 71,447 74,640 
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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 61,948 

売上原価 47,873 

売上総利益 14,075 

販売費及び一般管理費 9,936 

営業利益 4,139 

営業外収益 

受取利息 34 

受取配当金 24 

為替差益 48 

雑収入 3 

営業外収益合計 111 

営業外費用 

支払利息 3 

雑損失 35 

営業外費用合計 39 

経常利益 4,210 

特別損失 

投資有価証券評価損 102 

特別損失合計 102 

税金等調整前四半期純利益 4,108 

法人税等 1,693 

四半期純利益 2,414 
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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。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

当社及び連結子会社の事業は、システムインテグレーション及びシステムサービス、ソフトウェア

開発、ソフトウェアパッケージ及び情報処理機器の販売等を行っており、情報サービス単一事業のた

め、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

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) 

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

  

  

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) 

 該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）中間連結損益計算書 

「参考情報」

(単位：百万円)

 
科目

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)

Ⅰ 売上高 63,548

Ⅱ 売上原価 50,144

   売上総利益 13,404

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,277

   営業利益 4,127

Ⅳ 営業外収益 48 

  1 受取利息 30 

   2 受取配当金 14 

   3 雑収入 3 

Ⅴ 営業外費用 211 

   1 棚卸資産処分損 6

    2 固定資産処分損 164

    3 為替差損 37

   4 雑損失 2 

     経常利益 3,965 

     税金等調整前中間純利益 3,965 

     法人税、住民税及び事業税 1,461 

     法人税等調整額 222

     中間純利益 2,280 
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(1) 受注高 

                                        (単位：百万円) 

 

(2) 受注残高 

                                        (単位：百万円) 

 
  

(3) 販売実績 

                                        (単位：百万円)   

 
  

  

6.受注及び販売の状況

区分
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)

前第２四半期累計期間
(自 平成19年4月 1日 
  至 平成19年9月30日)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

54,281 53,621 660

ソフトウェアパッケージ事業 4,288 4,265 22

情報処理機器販売事業 10,078 9,468 610

合計 68,648 67,354 1,293

区分
当第２四半期会計期間末

(平成20年9月30日)
前第２四半期会計期間末 
  (平成19年9月30日)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

15,343 14,254 1,088

ソフトウェアパッケージ事業 999 767 231

情報処理機器販売事業 6,710 5,572 1,137

合計 23,053 20,595 2,458

区分
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)

前第２四半期累計期間 
(自 平成19年4月 1日 
  至 平成19年9月30日)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

49,436 50,696 △1,259

ソフトウェアパッケージ事業 4,128 4,262 △133

情報処理機器販売事業 8,383 8,589 △206

合計 61,948 63,548 △1,599
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