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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 23,498 ― 569 ― 1,803 ― 41 ―
20年3月期第2四半期 21,445 ― △754 ― 649 ― 3,007 ―

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 1.27 ―
20年3月期第2四半期 92.29 ―

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 47,767 22,748 45.4 665.00
20年3月期 53,521 21,881 38.9 638.15

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  21,700百万円 20年3月期  20,824百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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 51,000 7.0 2,000 ― 4,000 56.3 1,800 △4.2 55.23

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、本資料の発表日において入手可能な情報およ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って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１２号）および「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。  

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 32,789,400株 20年3月期 32,789,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 157,745株 20年3月期 157,484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 32,631,812株 20年3月期第2四半期 32,591,641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、米国のサブプライムローン等による金融市場の混乱や原油価
格の高騰から、企業収益力が低下する中で、景気動向に不透明感が広がってまいりました。 
このような環境の中、情報サービス業界におきましては、通信業向け、金融業向けに受注ソフトウェアを中心に
増加し、ソフトウェアプロダクトの減少があるものの計算事務・情報処理等、システム管理・運営受託等は堅調に
推移いたしました。 
一方、証券業界においては、証券決済制度改革が進められ、平成21年1月を目標とする改革の集大成というべき
「株券の電子化」への円滑な移行に向け、システム・実務面での対応が進められてまいりました。この株券の電子
化をはじめとする、一連の有価証券の電子化は、当社グループのビジネス領域の変革を迫ると同時に、発展の好機
を提供するものともなっております。 
  
このような状況のもと、当社グループは、統合の確実な成果としての株券電子化対応、自治体総合情報システム
（WizLIFE）のアライアンス戦略、株式口座管理機関業務の展開、情報マネージメントＢＰＯサービスの提供、自治
体総合情報システムのチャネル戦略等、着々と基盤を固め、収益拡大へ邁進してまいりました。費用面について
は、証券総合システムの統合および電子化対応の一元化ならびに戦略的ソフトウェア資産の再評価等によるコスト
削減効果が大幅に寄与いたしました。 
一方で、株式市況低迷および株価下落の影響を受け、投資有価証券評価損を計上するとともに負ののれん等の取
崩し処理を行い、四半期純利益が大幅に減少することとなりました。 
（詳細は、平成20年10月10日開示の「投資有価証券評価損計上および負ののれん等取崩し処理に関するお知らせ」
をご参照ください。） 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23,498百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益は569百万円
（前年同期は営業損失754百万円）、経常利益は1,803百万円（前年同期比177.6％増）、四半期純利益は41百万円
（前年同期比98.6％減）となりました。 
  
なお、各セグメント別売上状況は次のとおりです。 
①情報サービス事業 
当第２四半期連結累計期間は、証券分野での新規顧客の証券総合システムへの移行による貢献と、既存顧客から
の新規業務獲得および株券電子化対応により、大きく売上増となりました。また、公共分野での自治体総合情報シ
ステム等の変更対応が貢献し、情報サービス事業は10,012百万円（前年同期比4.9％増）となり、ソフトウェア開発
事業は、7,604百万円（前年同期比18.9％増）となりました。システム販売事業は、付加価値案件の選別受注に注力
した結果、売上高は1,089百万円（前年同期比13.2％減）となりました。 
②証券事務管理・代行事業 
平成21年1月の実施を目標として進められている株券電子化後の基幹業務として注力する「ＢＰＯ業務」「口座管
理機関業務」「証券代行業務」を中心とした営業展開と、ＪＢＩＳグループのシナジー効果を発揮した共通顧客へ
の業務の深耕、事務・ＩＴ一体のサービス提供等営業力の強化を継続して推進いたしました結果、売上高は、証券
事務管理事業3,504百万円（前年同期比11.1％増）、証券代行事業1,287百万円（前年同期比17.0％増）となりまし
た。 
  
今後につきましては、グループ全体の営業面で、グループ各社の顧客基盤を活かし、共同営業の充実と、顧客基
盤の深耕と拡大の展開、お客様の経営革新をサポートするＩＴ・業務コンサルティングを核にしたビジネスイノベ
ーションサービスの提供をさらに推進してまいります。さらに統合効果の最大化を図るため、グループ内の事業統
合（選択と集中）と、ファシリティの統合および共有化を進め、ニューワークスタイルに対応したオフィスビルへ
の展開を進めるとともに、支店およびシステムセンターの相互利用の強化をさらに進めてまいります。 
 また、統合の理念を具現化するため、ＪＢＩＳグループのバリュードライバーとして設立した㈱ＪＢＩＳコンサ
ルティングを事業再編し、日本電子計算㈱の提供しているシステムサービスおよび日本証券代行㈱の提供している
事務サービスの一部を集約し、証券新世代ビジネスイノベーション事業のサービスを展開すべく準備を進めてまい
りました。これにより、お客様サービス窓口の一本化、効率的・効果的な営業推進体制の構築による営業力の強
化、商品・サービスの企画開発と品質管理体制の一体運営による高度な体制の確立等が可能となり、サービスプロ
バイダー機能を最適に提供するＪＢＩＳ成長モデルの実現へとつなげることにより、お客様の経営課題に柔軟にお
応えしてまいります。 
（詳細は、本日開示の「連結子会社における事業再編に関するお知らせ」をご参照ください。） 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第２四半期末における総資産は47,767百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,754百万円減少いたしまし
た。資産の部では、流動資産は22,497百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,909百万円減少いたしました。
これは主に受取手形及び売掛金3,435百万円の減少等であります。 
また、固定資産は25,269百万円となり、前連結会計年度末と比較して844百万円減少いたしました。これは主に無
形固定資産730百万円の減少であります。 
負債の部では、流動負債は9,057百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,850百万円減少いたしました。こ
れは主に未払法人税等2,288百万円の減少等であります。 
純資産の部では、その他有価証券評価差額金の増加により純資産合計は22,748百万円となり、前連結会計年度末
と比較して867百万円増加いたしました。 
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.9%から45.4%となり6.5ポイント改善いたしました。 
(連結キャッシュ・フローの状況) 
営業活動の結果得られた資金は598百万円となりました。これは主に売上債権の減少3,417百万円によるものであ
ります。 
投資活動の結果得られた資金は740百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,200百万円によ
るものであります。 
財務活動の結果使用した資金は1,466百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,218百万円
によるものであります。 
これらの結果、当第２四半期末残高の現金及び現金同等物は10,363百万円となりました。 
  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
業績予想につきましては、平成20年5月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 （注）業績予想につきましては、発表日現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。また、実
際の業績は、さまざまな要因により本業績とは異なる結果となり得ることがあります。 

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） 

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 
①簡便な会計処理 
当第１四半期連結会計期間末より棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸
高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用 
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 
  

（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等の適用 
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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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 
当第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）を適用し、評価基準については従来原価法によっていましたが原価法（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。 
なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損益、経常損益および税金等調整前四半期純
損益に与える影響は軽微であります。 
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③リース取引に関する会計基準の適用 
「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））および「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日以降開始する連
結会計年度に係る四半期連結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伴い、当第１四半期連結会
計期間からこれらの会計基準を適用し、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、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、リース投資資産が、流動資産に121百万円、有形リース資産が有
形固定資産に165百万円計上されております。 
なお、営業損益、経常損益および税金等調整前四半期純損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：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 10,312 11,640 
受取手形及び売掛金 7,271 10,707 
有価証券 50 50 
商品 361 231 
製品 15 3 
原材料 63 83 
仕掛品 2,069 2,217 
貯蔵品 12 14 
繰延税金資産 830 771 
その他 1,529 1,725 
貸倒引当金 △20 △38 

流動資産合計 22,497 27,407 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 1,287 1,333 
機械装置及び運搬具（純額） 40 48 
工具、器具及び備品（純額） 285 304 
土地 383 389 
その他（純額） 165 － 

有形固定資産合計 2,163 2,076 
無形固定資産   
ソフトウエア 2,818 3,658 
ソフトウエア仮勘定 2,956 2,845 
その他 99 100 
無形固定資産合計 5,874 6,604 

投資その他の資産   
投資有価証券 10,844 11,186 
差入保証金 2,607 2,531 
繰延税金資産 3,228 3,086 
その他 640 712 
貸倒引当金 △90 △82 

投資その他の資産合計 17,232 17,433 

固定資産合計 25,269 26,114 

資産合計 47,767 53,521 
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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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,132 2,956 
短期借入金 1,649 2,137 
未払法人税等 434 2,722 
引当金 1,066 1,055 
その他 3,774 5,036 
流動負債合計 9,057 13,908 

固定負債   
長期借入金 4,332 5,063 
繰延税金負債 1,919 1,587 
退職給付引当金 4,508 4,576 
役員退職慰労引当金 201 259 
負ののれん 4,483 5,852 
その他 503 379 
固定負債合計 15,947 17,718 

特別法上の準備金   
金融商品取引責任準備金 12 － 
証券取引責任準備金 － 12 
特別法上の準備金合計 12 12 

負債合計 25,018 31,640 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,000 3,000 
資本剰余金 12,213 12,213 
利益剰余金 7,257 7,444 
自己株式 △112 △112 

株主資本合計 22,358 22,545 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △658 △1,721 

評価・換算差額等合計 △658 △1,721 

新株予約権 3 3 
少数株主持分 1,045 1,054 
純資産合計 22,748 21,881 

負債純資産合計 47,767 53,521 
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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 23,498 
売上原価 16,667 
売上総利益 6,831 

販売費及び一般管理費 6,262 
営業利益 569 
営業外収益  
受取利息 22 
受取配当金 179 
負ののれん償却額 837 
持分法による投資利益 224 
その他 39 
営業外収益合計 1,302 

営業外費用  
支払利息 67 
その他 1 
営業外費用合計 69 

経常利益 1,803 
特別利益  
固定資産売却益 28 
貸倒引当金戻入額 16 
投資有価証券売却益 8 
負ののれん取崩益 531 
その他 0 
特別利益合計 585 

特別損失  
固定資産処分損 6 
システム移行費用 129 
投資有価証券評価損 2,359 
その他 25 
特別損失合計 2,521 

税金等調整前四半期純損失（△） △132 

法人税等 △178 
少数株主利益 4 
四半期純利益 41 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

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損失（△） △132 
減価償却費 1,360 
負ののれん償却額 △837 
投資有価証券評価損益（△は益） 2,359 
負ののれん取崩益 △531 
売上債権の増減額（△は増加） 3,417 
たな卸資産の増減額（△は増加） 27 
仕入債務の増減額（△は減少） △880 
販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 △188 
賞与引当金の増減額（△は減少） 115 
その他 △1,632 

小計 3,078 
利息及び配当金の受取額 206 
利息の支払額 △62 
法人税等の支払額 △2,623 

営業活動によるキャッシュ・フロー 598 
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 1,200 
ソフトウエアの取得による支出 △389 
その他 △69 

投資活動によるキャッシュ・フロー 740 
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △1,218 
配当金の支払額 △227 
その他 △20 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128 

現金及び現金同等物の期首残高 10,491 
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,363 
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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。 

（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。 
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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（百万円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   21,445 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,415 71.9 

売上総利益   6,030 28.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,784 31.6 

営業損失   754 △3.5 

Ⅳ 営業外収益       

受取利息 15     

受取配当金 256     

負ののれん償却額 1,065     

持分法による投資利益 35     

その他 79 1,452 6.7 

Ⅴ 営業外費用       

支払利息 41     

その他 7 49 0.2 

経常利益   649 3.0 

Ⅵ 特別利益       

固定資産売却益 8,026     

投資有価証券売却益 30     

その他 20 8,078 37.7 

Ⅶ 特別損失       

投資有価証券評価損 8     

減損損失 850     

固定資産処分損 168     

ソフトウェア評価損 1,773     

証券取引責任準備金繰入額 1     

その他 228 3,030 14.1 

税金等調整前中間純利益   5,697 26.6 

法人税、住民税及び事業
税 2,592     

法人税等調整額 94 2,686 12.6 

少数株主利益   2 0.0 

中間純利益   3,007 14.0 
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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（百万円） 

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 5,697 

減価償却費 1,852 

負ののれん償却額  △1,065 

減損損失  850 

貸倒引当金の増減額(減少：△) △1 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  △187 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △218 

受取利息及び受取配当金  △271 

支払利息  41 

持分法による投資利益  △35 

投資有価証券評価損 8 

投資有価証券売却益 △30 

固定資産売却益  △8,026 

固定資産除却損  168 

ソフトウェア評価損  1,773 

売上債権の増減額(増加：△)  1,110 

たな卸資産の増減額(増加：△) △1,461 

仕入債務の増減額(減少：△)  △297 

未払消費税等の増減額(減少：△) △120 

信用取引資産の増減額(増加：△)  1,786 

信用取引負債の増減額(減少：△)  △1,784 

販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 △1,028 

その他  △540 

小計 △1,782 

利息及び配当金の受取額 274 

利息の支払額  △32 

法人税等の支払額  △128 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,669 
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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（百万円） 

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 △1,200 

有価証券の売却による収入 44 

有形固定資産の取得による支出  △52 

有形固定資産の売却による収入  10,833 

無形固定資産の売却による収入  1,657 

投資有価証券の取得による支出  △433 

投資有価証券の売却による収入  101 

貸付による支出  △1 

貸付金の回収による収入  37 

ソフトウェア(仮勘定含む)の取得による支出 △955 

差入保証金差入による支出  △34 

差入保証金返還による収入  22 

その他  △231 

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,787 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,722 

配当金の支払額  △227 

短期借入による収入  1,200 

短期借入金の返済による支出  △4,104 

少数株主に対する配当金支払額  △10 

その他  △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,914 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 3,203 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,116 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 10,320 
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