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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 5,096 ― 178 ― 155 ― 15 ―

20年6月期第1四半期 4,707 18.3 346 33.1 369 44.4 114 △8.1

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6月期第1四半期 0.73 ―

20年6月期第1四半期 5.43 5.39

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6月期第1四半期 13,397 8,691 61.6 400.35
20年6月期 13,852 8,983 61.9 415.74

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  8,256百万円 20年6月期  8,574百万円

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6月期 ― ― ― 14.00 14.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 14.00 14.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 10,675 11.0 624 △8.1 661 △4.0 310 13.9 15.03
通期 22,300 8.4 1,405 11.2 1,415 10.6 665 0.5 32.24

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。 
・本資料に記載されている業績予想数値につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業
績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。  

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6月期第1四半期  22,555,080株 20年6月期  22,555,080株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,931,290株 20年6月期  1,931,037株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  20,623,911株 20年6月期第1四半期  21,061,208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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とした米国の景気減

速、金融市場の混乱による信用収縮等の影響により、企業収益は減少し、設備投資は弱含み、景気は弱まる方

向へと推移いたしました。また、世界経済の一層の下振れ懸念、輸出・生産の減少等により、先行きに対する

不透明感は増しております。 

当社グループが属する情報サービス産業につきましては、企業の底堅い情報化関連投資により、「受注ソフ

トウェア」の売上高は微増の傾向で推移いたしましたが、今後の景気の動向が企業の情報化関連投資に下押し

の影響を与えることが懸念されます。また、依然として技術の高度化、システムの複雑化、短納期化に伴う品

質確保のためのコストは増大傾向にあり、更には、プロジェクトマネージャーを始めとした高度情報処理技術

者の人材不足は重要な問題であり、事業環境は厳しさを増しております。 

このような厳しい環境のなか、当社グループは、採用活動の強化、人材の育成、協力会社との連携強化、プ

ロジェクト管理の徹底、営業の強化等に積極的に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は50億96百万円となりました。また、利益につきまして

は、営業利益が１億78百万円、経常利益が１億55百万円、四半期純利益が15百万円となりました。 

 

当社グループの事業セグメントにつきましては、今回見直しを行い、従来の「システム開発及びシステム開

発に関連するサービス（システム開発等)」及び「介護サービス事業」に加え、「半導体関連サービス事業」を

追加いたしました。この「半導体関連サービス事業」は、従来より連結子会社である株式会社日本構研システ

ムズが行っていた半導体関連のサービスでありますが、一般のソフトウェア開発事業とは市場動向が異なるこ

とと、今後事業拡大の見込める分野であることから、「システム開発及びシステム開発に関連するサービス

（システム開発等)」から区分し、事業セグメントとしたものであります。 

事業セグメント別では、「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）」の売上

高は48億87百万円、営業利益は２億９百万円となりました。また、「介護サービス事業」の売上高は75百万円、

営業損失は44百万円、「半導体関連サービス事業」の売上高は１億32百万円、営業利益は13百万円となりまし

た。 

当第１四半期連結会計期間における業績の推移といたしましては、当社単体の売上高と利益、及び連結での

売上高は概ね予定通りに推移いたしました。連結での利益につきましては、株式会社システムウェーブにおけ

る社会福祉業務関連のパッケージソフトウェアの受注の不振による原価率上昇、中国に展開しております上海

技菱系統集成有限公司における稼働率低下による原価率上昇等により、予定を下回る推移となりました。 

 

「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等)」の売上品目別、「介護サービス事

業」及び「半導体関連サービス事業」の業績概況は、以下のとおりであります。 

 

＜システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）＞ 

①システム開発 

当社グループの主力事業であります本売上品目に関しましては、当社単体においてはデータ移行プログ

ラムの開発案件、官公庁向けシステムの総合試験案件等の受注が概ね順調に推移いたしました。また、連

結子会社に関しましては、前連結会計年度下期より連結対象となった株式会社日本アドバンストシステム

が業績に寄与しましたが、中国に展開しております上海技菱系統集成有限公司における稼働率低下による

原価率上昇等のために利益率は低下いたしました。なお、当第１四半期連結会計期間より、連結子会社で

ある株式会社日本構研システムズにおける従前の情報業向け人材派遣案件の一部を請負契約に変更し、そ

の売上については「その他」から本売上品目に移しております。 

この結果、本売上品目の売上高は37億８百万円となりました。 

②コンサルテーション及び調査研究 

本売上品目に関しましては、当社単体においては認証サーバの検証コンサルティングの案件等、連結子

会社に関しましては、株式会社ＣＩＪマネージの運用設計業務に関するコンサルティングの案件等の受注

が安定的に推移いたしました。 

この結果、本売上品目の売上高は１億90百万円となりました。 

③システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 

本売上品目に関しましては、当社単体においては統合顧客管理支援パッケージ関連案件等の受注が減少

いたしました。また、連結子会社に関しましては、株式会社システムウェーブの社会福祉業務関連のパッ

ケージソフトウェアの受注が振るいませんでした。 
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この結果、本売上品目の売上高は３億７百万円となりました。 

④インターネット・サービス 

本売上品目に関しましては、ホームページ作成の案件等の受注が安定的に推移いたしました。 

この結果、本売上品目の売上高は22百万円となりました。 

⑤その他 

本売上品目に関しましては、当社単体においては社内LAN管理の案件等の受注が順調に推移いたしました。

連結子会社に関しましては、当第１四半期連結会計期間より、株式会社日本構研システムズにおける従前

の情報業向け人材派遣案件の一部を請負契約に変更し、その売上については本売上品目から「システム開

発」に移しております。 

この結果、本売上品目の売上高は６億58百万円となりました。 

 

＜介護サービス事業＞ 

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社ＣＩＪウェーブであります。新たに平成20年８月に

高知県四万十市に有料老人ホーム「愛夢しまんと」（定員60名）を開設いたしました。 

この結果、本事業の売上高は75百万円となりました。 

 

＜半導体関連サービス事業＞ 

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社日本構研システムズであります。本事業につきまし

ては、半導体設計支援サービス、LSIチップ向けの入出力ドライバの開発及び当該チップを搭載した車載機

器等の制御プログラムの開発・検査を主体としております。本事業は、主に半導体製造メーカ及びLSIチッ

プを搭載した機器を提供している企業に対するサービスであり、当連結会計年度より事業セグメントとし

たものであります。 

この結果、本事業の売上高は１億32百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億88百万円減少し、91億４百万円となりました。主な要因は、現

金及び預金が４億３百万円減少したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、42億93百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ４億55百万円減少し、133億97百万円となりました。 

 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億67百万円減少し、39億60百万円となりました。主な要因は、未

払法人税等が１億64百万円減少したことによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、７億44百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億63百万円減少し、47億５百万円となりました。 

 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ２億91百万円減少し、86億91百万円となりました。主な要因は、剰余

金の配当の支払い等により利益剰余金が２億81百万円減少したことによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間においては、連結子会社の株式会社システムウェーブにおける社会福祉業務関連

のパッケージソフトウェアの受注の不振による原価率上昇、中国に展開しております連結子会社の上海技菱系

統集成有限公司における稼働率低下による原価率上昇等により、連結での利益が予定を下回る推移となりまし

た。 

第２四半期連結会計期間以降においては、社会福祉業務関連のパッケージソフトウェアの営業活動の強化を

図ります。また、中国関連につきましては、新規のオフショア案件、及び中国国内の開発案件が立ち上がる予

定であり、上海技菱系統集成有限公司の稼働率向上が見込まれます。更に、当社グループ全体におきましても、

営業活動の強化、プロジェクト管理の徹底等の施策を行い、収益の回復を図る所存であります。 

現時点において、平成20年８月11日に公表した業績予想は変更いたしませんが、今後の事業環境の変化を注

意深く見極めていく必要があるものと認識しております。 

 

株式会社ＣＩＪ（4826）平成21年６月期　第１四半期決算短信

3



 

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 

（簡便的な会計処理） 

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場合に、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り算定しております。 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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「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）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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、たな卸資産の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「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

④「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、引き続

き通常の賃貸借取引に係る会計処理によっております。 

 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、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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１四半期 
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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,440,282 5,844,165

受取手形及び売掛金 2,718,082 2,910,845

有価証券 99,817 99,567

商品及び製品 8,787 6,998

仕掛品 359,761 278,415

その他 482,358 459,074

貸倒引当金 △5,002 △6,807

流動資産合計 9,104,087 9,592,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,449,321 885,459

土地 579,579 579,579

建設仮勘定 － 431,662

その他（純額） 118,035 82,641

有形固定資産合計 2,146,936 1,979,343

無形固定資産   

のれん 639,877 687,310

その他 82,922 90,467

無形固定資産合計 722,800 777,777

投資その他の資産 1,423,386 1,503,132

固定資産合計 4,293,123 4,260,253

資産合計 13,397,210 13,852,513

負債の部   

流動負債   

買掛金 491,731 529,162

短期借入金 1,523,286 1,608,932

未払法人税等 146,352 310,832

賞与引当金 888,577 472,939

その他 910,818 1,206,061

流動負債合計 3,960,764 4,127,927

固定負債   

長期借入金 402,004 417,240

長期未払金 139,474 140,575

退職給付引当金 184,873 183,581

その他 18,556 －

固定負債合計 744,909 741,396

負債合計 4,705,674 4,869,323
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(単位：千円)

当第１四半期 
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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,270,228 2,270,228

資本剰余金 2,494,052 2,494,056

利益剰余金 4,408,291 4,690,172

自己株式 △856,995 △856,896

株主資本合計 8,315,576 8,597,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58,672 △24,185

為替換算調整勘定 △268 938

評価・換算差額等合計 △58,941 △23,246

少数株主持分 434,900 408,874

純資産合計 8,691,536 8,983,189

負債純資産合計 13,397,210 13,852,513
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
(第１四半期連結累計期間) 

(単位：千円)

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

売上高 5,096,175

売上原価 4,113,732

売上総利益 982,443

販売費及び一般管理費  

役員報酬 111,127

給料及び手当 209,193

賞与引当金繰入額 45,644

福利厚生費 43,476

賃借料 67,719

減価償却費 15,032

支払手数料 28,452

募集費 20,158

のれん償却額 75,213

その他 187,957

販売費及び一般管理費合計 803,976

営業利益 178,467

営業外収益  

受取利息 5,251

受取配当金 2,012

受取家賃 4,062

その他 6,637

営業外収益合計 17,964

営業外費用  

支払利息 6,799

複合金融商品評価損 29,995

持分法による投資損失 2,310

その他 2,292

営業外費用合計 41,397

経常利益 155,033

特別利益  

投資収益 13,674

補助金収入 11,244

特別利益合計 24,919

特別損失  

投資有価証券評価損 4,887

その他 27

特別損失合計 4,914

税金等調整前四半期純利益 175,037

法人税等 159,868

少数株主利益 79

四半期純利益 15,089
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（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。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（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。 
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 
前第１四半期連結累計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30日） 
科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 4,707,192 

Ⅱ 売上原価 3,693,703 

  売上総利益 1,013,488 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 666,510 

  営業利益 346,978 

Ⅳ 営業外収益 29,607 

Ⅴ 営業外費用 7,427 

  経常利益 369,158 

Ⅵ 特別利益 17,727 

Ⅶ 特別損失 38,645 

  税金等調整前四半期純利益 348,240 

  税金費用 224,689 

  少数株主利益 9,088 

  四半期純利益 114,461 
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