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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 4,121 ― 209 ― 202 ― 100 ―

20年3月期第2四半期 3,774 ― 233 ― 228 ― 125 ―

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 49.74 ―

20年3月期第2四半期 64.54 ―

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 4,579 1,944 42.5 930.51
20年3月期 4,146 1,798 43.4 926.99

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,944百万円 20年3月期  1,798百万円

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 8,974 12.1 588 2.4 574 2.0 336 50.2 163.67

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、４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、４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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記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  2,090,000株 20年3月期  1,940,000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（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  2,025,714株 20年3月期第2四半期  1,940,000株
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（参考）平成21年３月期第２四半期（３月）の連結業績 
  

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   
 
  
    

 

 

 

 

 
  

 連結経営成績(会計期間) （平成20年７月１日～平成20年９月30日）

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 2,264 ― 218 ― 215 ― 137 ―

20年３月期第２四半期 ――― ――― ――― ―――

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 65 64 ―――
20年３月期第２四半期 ――― ―――
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当第２四半期におけるわが国経済は、原材料の値上がりや消費の停滞、株価の下落など、景気減速傾向

が強まり、内閣府と財務省から発表されている10－12月期以降の景況判断指数ではマイナス予測が続き企

業の景況感は低迷が長引きそうな状況であります。また、米国証券大手のリーマン・ブラザーズの破綻や

米国保険最大手ＡＩＧ（American International Group）の救済問題など米国発金融不安の深刻化も懸念

されております。  

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、平成20年８月の情報サービス業の売上高は、前年同月比2.9％増となり、

８か月連続の増加となるなど堅調に推移しました。主力の「受注ソフトウエア」売上高は、同6.2％増で

あります。売上増加の要因としては、通信業向け、金融業向けなどが増加したことが挙げられます。  

 このような状況のなか、当第２四半期の当社グループの業績は、自動車関連製造業や工作機械メーカー

など主要顧客からの受注が堅調に推移し、主要業務であるＳＩサービス業務の売上高は、2,912,603千円

（前年同期比30.3％増）となりましたが、ソフトウエア開発業務においては、前期に引き続き採算の合わ

ない顧客との取引を見直し収益性の高いＳＩサービス業務へシフトする施策を進めた結果、売上高は

880,496千円（前年同期比23.6％減）となりました。子会社イリイ株式会社にて展開しておりますソフト

ウエアプロダクト業務は、コールセンター向けの新商品（ＢＩＧコールセンター）や次世代通販業向けパ

ッケージ商品（Ｓｉｍｐｌｅｘ）の販売に注力しましたが、アフターフォローなどの作業負荷が増加した

ことなどから伸び悩み、売上高は235,242千円（前年同期比13.7％減）となりました。商品販売におきま

しては、顧客からの情報機器等の購入要請が前期に比べ減少したことにより91,137千円（前年同期比

19.1％減）、その他のインターネット事業の「ネットでショップもうかルンバ」は、店舗数の伸び悩みか

ら売上が低迷し2,275千円（前年同期比16.7％増）となりました。売上高は前期比増収となりましたが、

利益面におきましては、プロジェクトの管理強化にもかかわらず一部の案件においてプロジェクト管理上

の問題や東京、大阪地区の急拡大における技術者の経験不足等により追加製造費用の発生を余儀なくされ

たケースや子会社の売上高が減少したことなどから前期比減益となりました。  

 この結果、当第２四半期における連結業績は、売上高4,121,754千円（前年同期比9.2％増）、営業利益

209,616千円（前年同期比10.3％減）、経常利益202,845千円（前年同期比11.1％減）、四半期純利益

100,751千円（前年同期比19.5％減）となりました。  

 なお、前年同期比につきましては参考として記載しております。 

  

総資産は、第三者割当増資による現金及び預金の増加や未検収在庫の増加によるたな卸資産の増加など

により、前連結会計年度末に比べ432,788千円増加し、4,579,318千円となりました。 

負債は、買掛金の減少などがあったものの長・短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ

286,391千円増加し、2,634,557千円となりました。 

純資産は、第三者割当増資などが剰余金の配当を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ

146,396千円増加し、1,944,760千円となりました。 

  

平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年10月21日に公表いたしました業績予想から

の変更はありません。 

  

【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。 
  

（簡便な会計処理） 
① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  
（特有の会計処理） 

税金費用については、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。 
  

① 当第１四半期連結会計期間から「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成
19年３月14日 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
基準委員会 平成19年３月14日 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 当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  
③ 当第１四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年

６月17日 最終改正平成19年３月30日 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」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適
用指針第16号)を早期に適用し、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開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリー
ス資産を計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に51,953千円、無形固定
資産に14,905千円計上されております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

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：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 479,447 373,688

受取手形及び売掛金 2,007,535 1,954,679

商品 7,493 6,450

製品 192 288

仕掛品 566,180 360,429

その他 182,455 170,400

貸倒引当金 △306 △314

流動資産合計 3,242,998 2,865,623

固定資産

有形固定資産

土地 604,806 604,806

その他（純額） 254,959 211,036

有形固定資産合計 859,766 815,843

無形固定資産

のれん 56,091 65,430

その他 203,028 179,062

無形固定資産合計 259,119 244,493

投資その他の資産 217,433 220,570

固定資産合計 1,336,319 1,280,907

資産合計 4,579,318 4,146,530
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 640,076 776,539

短期借入金 160,000 －

1年内返済予定の長期借入金 479,933 372,136

未払法人税等 111,260 161,796

賞与引当金 250,300 271,165

その他 410,800 377,253

流動負債合計 2,052,370 1,958,890

固定負債

長期借入金 370,411 227,406

退職給付引当金 153,842 142,942

その他 57,933 18,926

固定負債合計 582,187 389,275

負債合計 2,634,557 2,348,166

純資産の部

株主資本

資本金 550,150 477,400

資本剰余金 517,550 444,800

利益剰余金 871,555 867,803

株主資本合計 1,939,255 1,790,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,505 8,360

評価・換算差額等合計 5,505 8,360

純資産合計 1,944,760 1,798,364

負債純資産合計 4,579,318 4,146,530
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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 4,121,754 

売上原価 3,235,108 

売上総利益 886,646 

販売費及び一般管理費 677,029 

営業利益 209,616 

営業外収益 

受取利息 113 

受取配当金 175 

受取家賃 577 

受取手数料 511 

その他 169 

営業外収益合計 1,546 

営業外費用 

支払利息 7,514 

その他 802 

営業外費用合計 8,317 

経常利益 202,845 

特別利益 

固定資産売却益 191 

貸倒引当金戻入額 8 

特別利益合計 199 

特別損失 

固定資産除却損 273 

ゴルフ会員権売却損 84 

特別損失合計 358 

税金等調整前四半期純利益 202,686 

法人税等 101,935 

四半期純利益 100,751 
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 【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 2,264,531 

売上原価 1,720,751 

売上総利益 543,779 

販売費及び一般管理費 324,896 

営業利益 218,883 

営業外収益 

受取利息 78 

受取家賃 294 

受取手数料 225 

その他 153 

営業外収益合計 752 

営業外費用 

支払利息 4,198 

その他 54 

営業外費用合計 4,253 

経常利益 215,382 

特別損失 

固定資産除却損 126 

特別損失合計 126 

税金等調整前四半期純利益 215,255 

法人税等 78,077 

四半期純利益 137,178 
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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 202,686 

減価償却費 53,263 

のれん償却額 9,339 

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,865 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,900 

売上債権の増減額（△は増加） △47,034 

たな卸資産の増減額（△は増加） △206,698 

仕入債務の増減額（△は減少） △136,325 

その他 △10,494 

小計 △145,227 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145,504 

その他の支出 △7,804 

営業活動によるキャッシュ・フロー △298,536 

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 △3,091 

無形固定資産の取得による支出 △35,725 

その他 615 

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 400,000 

短期借入金の返済による支出 △240,000 

長期借入れによる収入 500,000 

長期借入金の返済による支出 △249,198 

株式の発行による収入 145,500 

リース債務の返済による支出 △16,820 

配当金の支払額 △97,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 442,481 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,744 

現金及び現金同等物の期首残高 338,604 

現金及び現金同等物の四半期末残高 444,349 
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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２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

当社は、平成20年６月５日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株発行の決議を行

い、平成20年６月20日に払込が完了いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が72,750千円、資本準備金が72,750千円増加

しました。また、当第２四半期連結会計期間末において資本金が550,150千円、資本準備金が517,550

千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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前中間連結損益計算書 

                                     

【参考】

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 売上高 3,774,104

Ⅱ 売上原価 2,877,456

   売上総利益 896,647

Ⅲ 販売費及び一般管理費 663,063

   営業利益 233,584

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 98

 ２ 受取配当金 175

 ３ 受取家賃 473

 ４ 受取手数料 720

 ５ 利息返還収入 224

 ６ その他の営業外収益 65 1,756

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,525

 ２ その他の営業外費用 652 7,178

   経常利益 228,162

Ⅵ 特別利益

 １ 事務所移転補償収入 18,620

 ２ その他の特別利益 1,051 19,671

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 187

 ２ 保険積立金解約損 7,109

 ３ 事務所移転費用 13,567 20,865

   税金等調整前中間純利益 226,969

   法人税、住民税及び事業税 112,776

   法人税等調整額 △11,015 101,760

   中間純利益 125,208
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前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

 １ 税金等調整前中間純利益 226,969

 ２ 減価償却費 25,405

 ３ のれん償却額 9,339

 ４ 貸倒引当金の減少額 △ 4

 ５ 賞与引当金の増加額 22,774

 ６ 退職給付引当金の増加額 6,118

 ７ 役員退職慰労引当金の減少額 △ 19,926

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 273

 ９ 支払利息 6,525

 10 固定資産除却損 187

 11 投資有価証券売却益 △ 47

 12 保険積立金解約損 7,109

 13 売上債権の減少額 74,417

 14 たな卸資産の増加額 △ 120,821

 15 仕入債務の増加額 15,801

 16 その他の資産の減少額 36,629

 17 その他の負債の増加額 18,659

  小計 308,863

 18 利息及び配当金の受取額 222

 19 利息の支払額 △ 7,082

 20 法人税等の支払額 △ 129,463

 営業活動によるキャッシュ・フロー 172,539

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期性預金の預入れによる支出 △ 10

 ２ 投資有価証券の売却による収入 50

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 181,859

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 68,919

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 250,739

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 360,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 225,000

 ３ 長期借入れによる収入 600,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 204,697

 ５ 社債の償還による支出 △ 20,000

 ６ 配当金の支払額 △ 67,900

 財務活動によるキャッシュ・フロー 442,403

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 364,202

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 498,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 863,136
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績                             

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 外注実績                             

 当第２四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

                            
(3) 仕入実績                             

 当第２四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

業務区分

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

生産高(千円)

ＳＩサービス業務 1,603,333

ソフトウエア開発業務 443,533

ソフトウエアプロダクト業務 138,422

その他 1,247

合計 2,186,535

業務区分

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

外注高(千円)

ＳＩサービス業務 761,271

ソフトウエア開発業務 153,022

ソフトウエアプロダクト業務 13,315

合計 927,608

業務区分

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

仕入高(千円)

商品販売 22,560
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(4) 受注実績                             

 当第２四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
(5) 販売実績                             

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

                                     

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

業務区分

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

受注高(千円) 受注残高(千円)

ＳＩサービス業務 1,662,606 1,215,842

ソフトウエア開発業務 414,766 352,132

ソフトウエアプロダクト業務 137,743 19,181

合計 2,215,116 1,587,155

業務区分

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

販売高(千円)

ＳＩサービス業務 1,632,592

ソフトウエア開発業務 443,533

ソフトウエアプロダクト業務 139,751

商品販売 47,407

その他 1,247

合計 2,264,531

相手先

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

販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 486,575 21.5
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