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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 5,881 ― 215 ― 224 ― 95 ―
20年3月期第2四半期 4,533 8.1 191 ― 221 245.4 119 169.8

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 12.37 ―
20年3月期第2四半期 16.45 ―

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 7,528 2,864 38.1 326.03
20年3月期 7,223 2,688 32.9 328.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,864百万円 20年3月期  2,376百万円

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 ― 5.00 ― 8.00 13.00
21年3月期 ― 6.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.50 13.00

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  有   

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 13,000 36.3 570 3.0 600 3.1 270 △14.4 30.73

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 
１．平成20年５月12日発表の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧ください。 
３．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 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  8,800,000株 20年3月期  7,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  14,064株 20年3月期  362,330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  7,755,878株 20年3月期第2四半期  7,239,200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、米国の金融危機から始まった世界の景気減速懸

念が、国内の個人消費の低下や生産及び輸出の減少を招き、景気減速は顕著になってまいりました。 

当情報サービス産業におきましても、これら企業業績の低下懸念から、ＩＴ投資に対しても慎重な

姿勢が見られ、先行きの受注環境が不透明なまま推移してまいりました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、中期経営計画の２年目として前期に続き以

下の施策を進めるとともに、グループの事業戦略を明確化するため、子会社である株式会社日本シス

テムリサーチのシステム開発要員を４月１日付けで当社へ転籍させ、システム開発事業の体制強化を

はかりました。 

① ワンストップサービス体制の強化による、新規顧客、業務の獲得 

② オフショア活用も含めた、グループとしての開発体制の強化 

③ パッケージベンダーとの関係強化によるパッケージ事業の事業化推進 

④ 受注時審査とプロジェクト推進監視強化による利益率の向上 

⑤ 株式会社ゼクシスとの経営統合によるシナジー効果向上 

このような施策のもと、オフショアも含めたグループとしての開発体制強化や既存顧客への積極提

案が実り、システム開発事業における大型案件が獲得でき、開発も順調に進んでおります。また、大

阪を中心とした関西圏を営業基盤とする株式会社ゼクシスとの経営統合によるシナジー効果も少しづ

つ出始めてきております。パッケージ事業の事業化推進として進めてきた、株式会社オービックビジ

ネスコンサルタントとの共同開発である、プロジェクト管理会計テンプレートも新規機能追加により

予定が少し遅れましたが、10 月にはリリースできる状況になりました。さらに、前期よりサービス基

盤を整備するために進めておりました、ＩＴＳＭＳ（※１）の認証は４月に取得でき、サポート＆サ

ービス事業におけるサービス品質についても一定の評価が得られました。 

パーキングシステム事業も既存駐輪場の老朽化対応や新型ラック、精算機の新商品が原価低減に寄

与し、前期を大幅に上回ることができました。 

これらの結果、当社単独では前期の好調を維持するとともに、株式会社ゼクシスが連結業績に加わ

ることで、当第２四半期連結累計期間の売上高を大幅に伸ばすことができましたが、本社事務所の増

床費用やのれんの償却等により、営業利益、経常利益は前期比微増、四半期純利益は減少となりまし

た。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,881百万円、営業利益は215百万円、経常利益

は224百万円、四半期純利益は95百万円となりました。なお、株式会社ゼクシスの単独業績は、売上高

1,232百万円、営業利益61百万円、経常利益60百万円、四半期純利益21百万円となっております。 

（※１）ＩＴＳＭＳ（IT Service Management System） 

ＩＴＳＭＳ適合性評価制度は、ISO/IEC 20000-1：2005を認証規格としたITサービスの運用管理が一定の

品質で提供されていることを第三者が認証する制度の事です。 

セグメント別の概況につきましては、システム開発事業は、ＩＴ投資が縮小する状況のなか既存顧

客に対する積極提案により順調に受注を拡大することができました。また、継続投資案件である、プ

ロジェクト管理会計テンプレートの開発や業務量増大に対応するための社内システムの拡充等に多く

の要員を配したものの、株式会社ゼクシスの業績が加わったこともあり、売上高は3,185百万円、売上

総利益は542百万円となりました。 

サポート＆サービス事業は、今まで要員不足で要望に答えられなかった業務が、要員の確保が順調

に進み受注できたことや、ＩＴＳＭＳの取得でサービス品質に一定の評価が得られマネージドサービ

スセンター業務（※２）が順調に獲得できたこと、また、株式会社ゼクシスの業績が加わったことに
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より、売上高は1,295百万円、売上総利益は181百万円となりました。 

（※２）マネージドサービスセンター 

このサービスは、お客様のシステム運用部門に代わり24時間365日障害対応やシステム運用・保守まで、

お客様のＩＴインフラ全体をサポートするものです。 

 

パーキングシステム事業は、新規大型案件は受注までに時間がかかり当第２四半期連結累計期間ま

での売上には結びついておりませんが、既存駐輪場の機器老朽化による入れ替え需要が順調に伸びた

ことと、自治体の指定管理駐輪場やその他受託管理駐輪場が安定的に収益を確保するとともに、新型

ラックや精算機の原価低減が寄与し、売上高1,293百万円、売上総利益297百万円となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の財政状態は以下のとおりであります。 

総資産は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、7,528百万円となりました。増加した主なも

のは、投資その他の資産の496百万円、仕掛品の334百万円であります。一方、減少した主なものは、

受取手形及び売掛金の441百万円、現金及び預金の348百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ128百万円増加し、4,663百万円となりました。増加した主なもの

は、その他の固定負債の399百万円、一年以内返済予定の長期借入金の124百万円であります。 

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ175百万円増加し、2,864百万円となり、自己資本比率は、

前連結会計年度末の32.9％から38.1％となっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機から始まった世界の景気減速が影響し、生

産、輸出の減少で、業績が低迷したまま推移するものと思われます。 

当情報サービス産業におきましても、企業業績の低迷を反映してＩＴ投資に慎重な動きが強まり、

前期以上の業務量を確保することは厳しい状況になると思われます。 

このような状況のもと、当社グループのシステム開発事業におきましては、今まで培ってきた技術・

業務ノウハウを活用した提案活動により、既存顧客の継続的案件および新規案件を確実に獲得すると

ともに、パッケージソリューションを武器として新規顧客案件の獲得に注力し、受注拡大に努めてま

いります。しかしながら、既存顧客の新規案件や新規顧客獲得においても価格競争が激化しており、

前期実績を大幅に超える受注を確保することは厳しいと思われます。 

サポート＆サービス事業におきましても、既存顧客の安定的な業務受注を柱に、新サービスのマネ

ージドサービスセンター業務を着実に増やし、当業務において品質の高い効率的運用を行うことで、

お客様の満足度を高めてまいります。しかしながら、顧客からの受注価格削減要求がさらに厳しいも

のとなっていくと予想され、利益率の高い業務受注のための教育投資等による経費増で前期を上回る

利益を上げるのは厳しい状況になるものと思われます。 

パーキングシステム事業におきましては、原油価格の高止まりや環境問題の高まりから自転車の利

用が促進されており、既存駐輪場の利用率が向上するものと思われます。また、既存駐輪場の老朽化

対策での機器入れ替え需要や駐輪場不足に対する新規駐輪場ニーズの増加を追い風に、積極的営業活

動を推進することで受注拡大に努めてまいります。新規大型案件についても継続的な提案活動が実を

結び始め、前期を大幅に超える業績を残せるものと思われます。 

以上により、当連結会計年度の業績については平成20年5月12日公表した平成20年3月期決算短信に

おける次期見通しの連結業績予想を修正し、売上高13,000百万円、営業利益570百万円、経常利益600

百万円、当期純利益270百万円（前回予想 売上高13,000百万円、営業利益620百万円、経常利益650

百万円、当期純利益330百万円）といたします。 
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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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 1. 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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

乗じて計算する方法によっております。 

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（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） 

1. 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

  ｢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の適用 

  ｢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）を第１四半期連結会計期間から適用し、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、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等の適用 

  ｢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 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 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。 

  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、残存価額をゼロとする

定額法を採用することとしております。 

  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。 

  これによる、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－



日本コンピュータ・ダイナミクス㈱（４７８３） 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

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 1,993,076 2,341,184

  受取手形及び売掛金 1,691,009 2,132,688

  商品 8 －

  仕掛品 538,082 203,166

  その他 393,478 321,380

  貸倒引当金 △1,388 －

  流動資産合計 4,614,266 4,998,419

 固定資産 

  有形固定資産 651,977 670,907

  無形固定資産 

   のれん 339,707 184,816

   その他 183,562 127,193

   無形固定資産合計 523,269 312,010

  投資その他の資産 

   その他 1,773,050 1,277,214

   貸倒引当金 △34,384 △35,284

   投資その他の資産合計 1,738,666 1,241,929

  固定資産合計 2,913,912 2,224,847

 資産合計 7,528,178 7,223,267

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 485,142 530,696

  短期借入金 712,401 791,591

  １年内返済予定の長期借入金 186,560 62,060

  １年内償還予定の社債 160,000 180,000

  未払法人税等 103,149 363,839

  賞与引当金 393,726 389,160

  その他 498,432 388,503

  流動負債合計 2,539,411 2,705,850

 固定負債 

  社債 410,000 480,000

  長期借入金 33,550 101,330

  退職給付引当金 971,494 950,517

  役員退職慰労引当金 286,782 274,365

  その他 422,430 22,648

  固定負債合計 2,124,258 1,828,860

 負債合計 4,663,669 4,534,711

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 438,750 438,750

  資本剰余金 903,593 568,668

  利益剰余金 1,513,396 1,475,352

  自己株式 △4,459 △129,013

  株主資本合計 2,851,281 2,353,756

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 11,889 21,281

  為替換算調整勘定 1,339 1,635

  評価・換算差額等合計 13,228 22,917

 少数株主持分 － 311,882

 純資産合計 2,864,509 2,688,556

 負債純資産合計 7,528,178 7,223,267
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（2）四半期連結損益計算書 

                       （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) 
売上高 5,881,459

売上原価 4,860,515

売上総利益 1,020,943

販売費及び一般管理費 805,915

営業利益 215,027

営業外収益 

 受取利息 1,923

 受取配当金 1,792

契約解除精算金 7,941

受取家賃 4,900

 雑収入 3,908

 営業外収益合計 20,466

営業外費用 

 支払利息 9,719

 雑損失 1,695

 営業外費用合計 11,414

経常利益 224,079

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 900

 その他 218

 特別利益合計 1,118

特別損失 

 固定資産除却損 4,350

 株式交換関連費用 20,016

 その他 4,717

 特別損失合計 29,085

税金等調整前四半期純利益 196,112

法人税等 94,590

少数株主利益 5,576

四半期純利益 95,946
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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。 

 

（3）継続企業の前提に関する注記 

    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 

 当社と株式会社ゼクシスは、平成 20 年５月 12 日付の株式交換契約に基づき、平成 20 年８

月１日に当社を完全親会社とする株式交換を行いました。 

 これにより、当第２四半期連結会計期間において資本準備金が 334,925 千円増加、自己株式

は 127,980 千円減少し、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金は 903,593 千円、自

己株式は 4,459 千円となっております。 
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  ｢参考資料｣ 

    前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 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

 

Ⅰ 売上高  4,533,538 100.0 

Ⅱ 売上原価  3,696,082 81.5  
売上総利益  837,455 18.5  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  645,707 14.3  
営業利益  191,748 4.2  

Ⅳ 営業外収益    
１ 受取利息  740   
２ 受取配当金  5,049   
３ 家賃収入  5,855   
４ 補助金等  7,892   
５ 受取保険配当金  11,910   
６ その他  3,972 35,421 0.8 

Ⅴ 営業外費用   
 

１ 支払利息  5,302   
２ その他  523 5,826 0.1  

経常利益  221,342 4.9 

Ⅵ 特別利益   
  

１ 貸倒引当金戻入益  1,376 1,376 0.0  
 

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損  174   
 

２ 投資有価証券評価損  1,499 1,674 0.0  
  税金等調整前中間 
純利益  221,044 4.9   
法人税、住民税 
及び事業税  156,173   
法人税等調整額  △54,270 101,902 2.3 

中間純利益  119,141 2.6 
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