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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 11,033 ― 941 ― 978 ― 525 ―
20年3月期第2四半期 11,073 9.7 1,101 26.1 1,135 26.6 606 20.7

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 32.47 ―
20年3月期第2四半期 37.41 ―

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 18,720 11,834 63.2 730.53
20年3月期 18,164 11,793 64.9 728.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,834百万円 20年3月期  11,793百万円

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 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

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 24,000 1.9 2,520 0.8 2,570 1.3 1,460 6.2 90.12

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  

新規   ― 社 （社名                                ）    除外   ― 社 （社名                                ）  

(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) 平成20年4月30日に発表しました通期連結業績予想に変更はありません。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、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異なる結果になる場合があります。 
(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 無

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  16,200,000株 20年3月期  16,200,000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  16,200,000株 20年3月期第2四半期  16,198,995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わが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した国内不動産会社の倒

産、米国大手証券会社の経営破たん、世界的な株式市場の急落などによる金融不安が実体経済にも影響を及ぼし、

景気の減速傾向は鮮明となってまいりました。 

 情報サービス業界におきましては、企業における計算事務受託・システム等管理運営受託等の増加により、業界

全体としては緩やかな成長が続いているものの、IT企業の倒産件数は増加傾向にあり、先行きに対する不透明感が

強まってまいりました。 

 このような状況の中、当社グループは、金融システム事業、流通システム事業、人事・給与業務のアウトソーシ

ングサービスであるBulas（ビューラス）を中心とするBPO事業および自社開発の通信ミドルウェアの販売・ソリュ

ーション等を提供するHULFT（ハルフト）事業を積極的に展開しました。また生産性向上、営業力強化、管理・牽制

機能強化に注力するとともに、各部門の業務執行状況について代表取締役による月次レビューを実施し、事業計画

の進捗管理、迅速な意思決定、効率的な業務を行うことで企業基盤の確立に努めてまいりました。 

 こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は11,033百万円（前年同期比0.4%

減）、営業利益は941百万円（同14.6%減）、経常利益は978百万円（同13.8%減）、四半期純利益は525百万円（同

13.2%減）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①システム構築・運用事業 

 金融システム事業においては、受託ソフトウェア開発案件の一部について、受注・開発が順調に進捗し当第２四

半期連結会計期間に売上計上したこと、流通システム事業においては、新規顧客の開拓が実を結び受託ソフトウェ

ア開発が順調であったこと、BPO事業においては、顧客数・計算人員共に増加したこと等から、当第２四半期連結

累計期間のシステム構築・運用事業全体の売上高は8,720百万円（前年同期比0.0％減）となりました。 

 また利益面では、当第２四半期連結会計期間において前述のとおり受託ソフトウェア開発案件が順調に進捗し収

益に寄与したものの、第１四半期連結会計期間において一部低収益案件の発生があったことから、当第２四半期連

結累計期間の営業利益は718百万円（同17.2％減）となりました。 

②パッケージ事業 

 通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品HULFTの販売は、製品の累計出荷数が約

110,000本、導入会社数が約5,900社となりました。 

 パッケージ販売においては、HULFT保守販売は新規保守サービスの契約率の向上に努めたこと等から順調に推移

したものの、製品販売が若干の落ち込みを見せたことから、当第２四半期連結累計期間のパッケージ事業全体の売

上高は2,313百万円（前年同期比1.7％減）、営業利益は1,159百万円（同7.0％減）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の資産につきましては、現金及び預金が前連結会計年度末比406百万円増加したこと

等により、資産合計は同555百万円増加し、18,720百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金

が前連結会計年度末比158百万円減少し、流動負債のその他に含まれる前受金が同571百万円増加したこと等によ

り、負債合計は同514百万円増加し、6,885百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金が四半期純利

益の計上により525百万円増加し、剰余金処分による配当財産の割当てにより486百万円減少したこと等により、純

資産合計は前連結会計年度末比40百万円増加し、11,834百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結

会計年度末比1.7ポイント減少し63.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末比631百

万円増加し、7,944百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,143百万円（前年同期比37.6％減）となりました。主な増加要因は税金等調

整前四半期純利益が935百万円となったこと、減価償却費が350百万円となったこと等によるものであります。

また主な減少要因は受託ソフトウェア開発に係る外注費等の仕入債務が163百万円減少したこと、法人税等235

百万円を納付したこと等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34百万円（同96.2％減）となりました。これは定期預金の払戻が225百万円あ

ったこと、および設備投資としてサーバー、事務機器、購入ソフトウェア等に255百万円支出したこと等による

ものであります。 
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 （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483百万円（同19.9％増）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。 

 上記１.および２.の定性的情報において、前年同期増減率は参考情報として記載しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年４月30日付 「平成20年３月期 決算短信」 に公表しました通期業績予想に変更はありません。 

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） 

  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 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む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。 

（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会計処理基準に関する事項の変更 

  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。 

②重要な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、主として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、主として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。 

  これによる、営業利益、経常利益およ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。 
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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 7,944,551 7,538,282

受取手形及び売掛金 3,391,505 3,409,692

有価証券 399,982 400,049

商品 6,624 26,838

仕掛品 453,353 482,306

貯蔵品 12,541 14,561

繰延税金資産 337,608 337,227

その他 435,691 280,139

貸倒引当金 △239 △880

流動資産合計 12,981,619 12,488,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,179,159 2,174,706

減価償却累計額 △1,462,801 △1,405,620

建物及び構築物（純額） 716,357 769,086

工具、器具及び備品 2,478,221 2,382,450

減価償却累計額 △1,747,228 △1,605,770

工具、器具及び備品（純額） 730,993 776,679

有形固定資産合計 1,447,351 1,545,765

無形固定資産   

ソフトウエア 801,447 670,501

その他 0 0

無形固定資産合計 801,448 670,502

投資その他の資産   

投資有価証券 811,339 819,181

敷金 1,053,006 1,049,282

繰延税金資産 1,373,702 1,371,230

その他 255,759 220,260

貸倒引当金 △4,031 －

投資その他の資産合計 3,489,776 3,459,953

固定資産合計 5,738,576 5,676,221

資産合計 18,720,195 18,164,439
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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 1,895,467 2,053,865

未払法人税等 436,750 259,654

賞与引当金 739,510 539,319

その他 2,029,638 1,593,750

流動負債合計 5,101,367 4,446,590

固定負債   

退職給付引当金 1,631,850 1,768,648

役員退職慰労引当金 － 155,390

長期未払金 152,400 －

固定負債合計 1,784,250 1,924,038

負債合計 6,885,617 6,370,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 8,938,232 8,898,251

株主資本合計 11,768,279 11,728,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,900 67,502

為替換算調整勘定 2,397 △1,990

評価・換算差額等合計 66,298 65,511

純資産合計 11,834,578 11,793,810

負債純資産合計 18,720,195 18,164,439
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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 11,033,384

売上原価 8,301,318

売上総利益 2,732,065

販売費及び一般管理費  

役員報酬 100,759

従業員給料及び賞与 567,282

賞与引当金繰入額 195,829

退職給付費用 23,999

役員退職慰労引当金繰入額 8,790

福利厚生費 133,824

減価償却費 83,998

その他 676,376

販売費及び一般管理費合計 1,790,862

営業利益 941,203

営業外収益  

受取利息 21,333

有価証券利息 5,642

受取配当金 4,523

保険配当金 8,501

その他 1,537

営業外収益合計 41,538

営業外費用  

複合金融商品評価損 1,982

為替差損 1,902

その他 23

営業外費用合計 3,908

経常利益 978,833

特別利益  

貸倒引当金戻入額 86

特別利益合計 86

特別損失  

固定資産処分損 6,250

ゴルフ会員権評価損 4,224

貸倒引当金繰入額 3,500

リース解約損 29,021

特別損失合計 42,996

税金等調整前四半期純利益 935,923

法人税等 409,942

四半期純利益 525,980

㈱セゾン情報システムズ（9640）平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（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 935,923

減価償却費 350,075

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,392

賞与引当金の増減額（△は減少） 200,171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136,798

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155,390

受取利息及び受取配当金 △31,499

為替差損益（△は益） △1,106

固定資産処分損益（△は益） 6,250

複合金融商品評価損益（△は益） 1,982

ゴルフ会員権評価損 4,224

売上債権の増減額（△は増加） 23,122

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,186

仕入債務の増減額（△は減少） △163,612

長期未払金の増減額（△は減少） 152,400

その他の資産の増減額（△は増加） △432,748

その他の負債の増減額（△は減少） 542,316

小計 1,349,888

利息及び配当金の受取額 29,283

法人税等の支払額 △235,490

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,680

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 225,452

有価証券の償還による収入 200,000

投資有価証券の取得による支出 △200,275

有形及び無形固定資産の取得による支出 △255,608

有形及び無形固定資産の売却による収入 1

敷金及び保証金の差入による支出 △4,331

敷金及び保証金の回収による収入 1,371

その他 △848

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △483,142

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631,721

現金及び現金同等物の期首残高 7,312,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,944,551
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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。 
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（５）セグメント情報 

ａ．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） 

 （注）１ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

（2）パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

ｂ．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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

ｃ．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） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

（６）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。 

  
システム構築 
・運用事業 
（千円） 

パッケージ事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 8,720,012 2,313,371 11,033,384          ─ 11,033,384 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
72,114 1,996 74,111 (74,111)          ─ 

計 8,792,127 2,315,368 11,107,496 (74,111) 11,033,384 

営業利益 718,918 1,159,187 1,878,106 (936,902) 941,203 
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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   11,073,265 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,150,458 73.6 

売上総利益   2,922,807 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１ 貸倒引当金繰入 179     

２ 役員報酬  82,919     

３ 従業員給与・賞与 546,356     

４ 賞与引当金繰入額 201,236     

５ 退職給付費用 22,542     

６ 役員退職慰労引当金繰入
額 

19,248     

７ 福利厚生費 128,393     

８ 減価償却費 68,021     

９ その他 752,170 1,821,068 16.4 

 営業利益   1,101,739 10.0 

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息 12,506     

２ 有価証券利息 4,922     

３ 受取配当金 5,644     

４ 保険配当金 5,183     

５ 保険金収入 3,885     

６ その他 2,085 34,228 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１ 為替差損 585 585 0.0 

 経常利益   1,135,382 10.3 

Ⅵ 特別利益       

１ 投資有価証券売却益 22,575 22,575 0.2 

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産処分損 20,364     

２ 賃借物件原状回復費用 68,271 88,636 0.8 

税金等調整前中間純利益   1,069,321 9.7 

法人税、住民税及び事業
税 

378,575     

法人税等調整額 84,739 463,315 4.2 

中間純利益   606,005 5.5 
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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 1,069,321 

減価償却費 403,963 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  48 

賞与引当金の増減額（減少：△）  127,460 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △160,186 

役員退職金慰労引当金の増減額（減少：△） △2,094 

受取利息及び受取配当金  △23,073 

為替差損  585 

固定資産処分損 20,364 

投資有価証券売却益  △22,575 

売上債権の増減額（増加：△） 2,529,892 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △462,556 

仕入債務の増減額（減少：△）  △935,047 

その他資産の増減額（増加：△）  △194,367 

その他負債の増減額（減少：△） 276,599 

小計 2,628,334 

利息及び配当金の受取額 18,109 

法人税等の支払額  △812,738 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,833,705 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入・払戻（純額） △105,227 

有価証券の償還による収入額 200,000 

投資有価証券の取得による支出額 △249,921 

投資有価証券の売却による収入額  37,735 

有形・無形固定資産の取得による支出額  △490,571 

その他の投資の取得による支出額 △291,717 

その他の投資の処分による収入額  2,416 

投資活動によるキャッシュ・フロー △897,285 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式売却による収入  2,030 

配当金の支払額 △404,950 

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,920 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △931 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△） 532,568 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,879,437 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,412,005 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス・・・・・コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発・・・・・受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等・・・パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、サプライ用品の販売 

(2）パッケージ事業 

① パッケージ販売・・・・・・ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス・・「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,008,873千円の主なものは、親会社本社

の管理部門に係る費用であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

  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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 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） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

  

  
システム構築 
・運用事業 
（千円） 

パッケージ事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 8,720,690 2,352,575 11,073,265 ― 11,073,265 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
233,906 ― 233,906 （233,906） ― 

計 8,954,596 2,352,575 11,307,172 （233,906） 11,073,265 

営業費用 8,086,633 1,106,223 9,192,857 778,668 9,971,526 

営業利益 867,962 1,246,351 2,114,314 （1,012,574） 1,101,739 
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