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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 3,357 ― 118 ― 119 ― 61 ―

20年3月期第2四半期 3,165 8.7 230 60.3 238 64.9 125 94.2

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 15.67 ―

20年3月期第2四半期 32.02 ―

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 4,550 3,384 73.5 850.54
20年3月期 4,665 3,366 71.4 846.76

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,345百万円 20年3月期  3,331百万円

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 ― 13.00 13.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 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  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 7,151 8.7 410 9.1 417 △9.4 241 92.6 61.47

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、２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） 

(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．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．（将来に関する記述等についての注意） 
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の作成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、実際の業績は今
後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

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 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  3,940,000株 20年3月期  3,940,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,361株 20年3月期  6,000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  3,933,736株 20年3月期第2四半期  3,940,000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２四半期におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が生活関連商品に波及した他、米国サブプライム

ローン問題による金融システムの混乱が米国大手証券会社の経営破たんにつながるなど、金融危機の懸念が急速に

拡大し、株価の急落や円高に至りました。 

 当社グループの属する情報サービス分野においても、企業業績の鈍化に伴い情報技術に対する投資は、延期、規

模縮小など抑制傾向になってきており、業界内での競争は一段と厳しさを増しております。 

 この結果、当第２四半期における売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は 千円、

四半期純利益は 千円となりました。 

  

 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 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、引き続き生産管理体制の強化および業務効率の向上を図ってまいりま

したが、高利益率の案件の減少や新規案件の受注の遅れの影響がありました。 

 この結果、当第２四半期における売上高は、1,014,570千円、営業利益26,017千円となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、情報技術に対する投資の抑制傾向の中、主要顧客の案件の受注は順調に推

移いたしました。また、引き続き生産性重視の受注政策を徹底し、経験者の積極的な採用による開発体制の充実

を図りましたが、厳しい受注環境が続き採算性の低下がみられました。 

 この結果、当第２四半期における売上高は2,036,445千円、営業利益50,057千円となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしました。 

 この結果、当第２四半期における売上高は306,637千円、営業利益41,929千円となりました。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、未払金等の支払による現預金の減少により前期末比115,479千円減の 千

円となりました。純資産は、利益剰余金等の増加により前期末比17,617千円増の 千円となり、自己資本

比率は73.5％となりました。 

 当第２四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が 千円となり、売上債権の増加96,530千円、法人税等の支払額110,652千円、無形固定資産の取得による

支出42,587千円、配当金の支払額51,142千円により、当第２四半期連結会計期間末には 千円となりまし

た。その結果資金残高は、前連結会計年度末に比べ216,189千円減少となりました。 

 当第２四半期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） 

 営業活動に使用した資金は107,407千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の117,183千円、売

上債権の増加96,530千円、法人税等の支払額110,652千円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） 

 投資活動に使用した資金は57,479千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出42,587千円によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は51,302千円となりました。これは主に配当金の支払額51,142千円にによるものであり

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成20年５月15日付の「平成20年３月期決算短信」にて公表しました業績予想の

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 

１．簡便な会計処理 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法は、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

却額を期間按分して算定する方法によっております。 

3,357,653 118,004 119,214

61,629

4,550,387

3,384,469

117,183

1,828,339
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② 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定

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金等調整前四半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。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．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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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。 

この変更に伴う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 1,828,339 2,044,529

受取手形及び売掛金 1,191,678 1,095,147

商品 8,728 10,716

原材料 7,174 9,600

仕掛品 194,345 200,787

貯蔵品 1,703 1,733

その他 144,980 138,012

貸倒引当金 △492 △558

流動資産合計 3,376,459 3,499,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 324,742 315,415

減価償却累計額 △161,078 △153,907

建物及び構築物（純額） 163,663 161,508

機械装置及び運搬具 152,722 152,540

減価償却累計額 △137,408 △136,735

機械装置及び運搬具（純額） 15,313 15,804

土地 112,278 112,278

その他 156,054 142,090

減価償却累計額 △116,493 △108,103

その他（純額） 39,561 33,986

有形固定資産合計 330,816 323,578

無形固定資産   

のれん 260,245 277,595

その他 109,616 82,268

無形固定資産合計 369,862 359,863

投資その他の資産   

投資有価証券 87,732 83,317

繰延税金資産 127,384 128,219

その他 306,432 324,919

貸倒引当金 △48,299 △53,999

投資その他の資産合計 473,249 482,456

固定資産合計 1,173,928 1,165,898

資産合計 4,550,387 4,665,867
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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   

買掛金 34,937 49,553

未払金 288,907 314,097

未払法人税等 60,230 116,194

賞与引当金 165,215 164,952

役員賞与引当金 9,569 21,815

その他 129,636 154,544

流動負債合計 688,496 821,157

固定負債   

退職給付引当金 424,779 406,341

役員退職慰労引当金 52,642 71,515

固定負債合計 477,421 477,856

負債合計 1,165,917 1,299,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,713,275 2,702,787

自己株式 △4,639 △4,479

株主資本合計 3,335,724 3,325,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,986 5,747

評価・換算差額等合計 9,986 5,747

少数株主持分 38,758 35,707

純資産合計 3,384,469 3,366,852

負債純資産合計 4,550,387 4,665,867
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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 3,357,653

売上原価 2,733,644

売上総利益 624,008

販売費及び一般管理費 506,004

営業利益 118,004

営業外収益  

受取利息 255

受取配当金 1,221

不動産賃貸料 1,723

雑収入 1,678

営業外収益合計 4,879

営業外費用  

不動産賃貸原価 2,227

投資事業組合運用損 1,442

営業外費用合計 3,669

経常利益 119,214

特別利益  

投資有価証券売却益 10,072

貸倒引当金戻入額 5,700

特別利益合計 15,772

特別損失  

固定資産売却損 1,463

投資有価証券評価損 8,066

保険解約損 8,273

特別損失合計 17,803

税金等調整前四半期純利益 117,183

法人税等 52,503

少数株主利益 3,050

四半期純利益 61,629
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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 117,183

減価償却費 25,444

のれん償却額 17,649

投資有価証券売却損益（△は益） △10,072

有形固定資産売却損益（△は益） 1,463

投資有価証券評価損益（△は益） 8,066

賞与引当金の増減額（△は減少） 262

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,245

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,766

受取利息及び受取配当金 △1,476

投資事業組合運用損益（△は益） 1,442

売上債権の増減額（△は増加） △96,530

未払金の増減額（△は減少） △24,368

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,885

仕入債務の増減額（△は減少） △14,615

その他 △15,115

小計 1,770

利息及び配当金の受取額 1,474

法人税等の支払額 △110,652

営業活動によるキャッシュ・フロー △107,407

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △10,300

投資有価証券の売却による収入 11,500

有形固定資産の取得による支出 △20,218

有形固定資産の売却による収入 490

無形固定資産の取得による支出 △42,587

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 3,237

子会社株式の取得による支出 △300

その他 1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,479

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △51,142

その他 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,189

現金及び現金同等物の期首残高 2,044,529

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,828,339
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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）セグメント情報  

〔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．事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は下記のとおりであります。 

  

  

  
情報処理サ
ービス事業 
（千円） 

システム開
発事業 
（千円） 

アッセンブ
リー事業 
（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  1,014,570  2,036,445  306,637  3,357,653  －  3,357,653

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,014,570  2,036,445  306,637  3,357,653  －  3,357,653

営業利益  26,017  50,057  41,929  118,004  －  118,004

事業区分 主要製品

情報処理サービス事業 
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーション、

ＣＴＩ 

システム開発事業 
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運用

サポート 

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送 

〔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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（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。 

  

６．その他の情報  

 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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    3,165,891  100.0

Ⅱ 売上原価  2,461,806  77.8

売上総利益        704,085  22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        474,078  15.0

営業利益        230,006  7.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  5,045            

２．受取配当金  1,054            

３．家賃収入  3,040            

４．消費税等受入額  398            

５．投資事業組合収益  252            

６．雑収入  1,263  11,054  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．賃貸資産原価  2,322  2,322  0.1

経常利益        238,738  7.5

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  8,560            

２．投資有価証券評価損  3,925  12,486  0.4

税金等調整前中間純利益        226,252  7.1

法人税、住民税及び事業
税  102,272            

法人税等調整額  △5,507  96,765  3.0

少数株主利益        3,518  0.1

中間純利益        125,969  4.0
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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（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（当期）純利益  226,252

減価償却費  19,614

のれん償却額  17,349

固定資産売却損  8,560

投資有価証券評価損  3,925

賞与引当金の増加額  4,009

役員賞与引当金の減少額  △11,890

退職給付引当金の増加額  18,860

役員退職慰労引当金の増加額  3,942

貸倒引当金の減少額  △66

受取利息及び受取配当金  △6,099

投資事業組合収益  △252

売上債権の減少額  36,014

保証金の減少額  △3,180

未払金の減少額  △74,562

未払消費税等の減少額  △1,080

たな卸資産の増加額  △3,949

仕入債務の減少額  △1,361

その他  △28,406

小計  207,680

利息及び配当金の受取額  6,097

法人税等の支払額  △148,721

営業活動によるキャッシュ・フロー  65,056

Ⅱ 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  △2,698

有形固定資産の売却による収入  4,300

無形固定資産の取得による支出  △1,099

投資有価証券の取得による支出  △300

貸付金の回収による収入  4,306

貸付による支出  △3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,107

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △43,274

財務活動によるキャッシュ・フロー  △43,274

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  22,889

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,407,170

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,430,060
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（３）セグメント情報 

〔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．事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は下記のとおりであります。 

３．全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため、配賦不能営業費用はありません。 

   

情報処理サー
ビス事業 
（千円） 

システム開発
事業 

（千円） 

アッセンブリ
ー事業 

（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 
 985,901  1,886,626  293,363  3,165,891  －  3,165,891

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  985,901  1,886,626  293,363  3,165,891  －  3,165,891

営業費用  909,128  1,772,350  254,405  2,935,885  －
 

  

2,935,885

営業利益  76,773  114,275  38,958   230,006  －   230,006

事業区分 主要製品

情報処理サービス事業 
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーション、

ＣＴＩ 

システム開発事業 
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運用

サポート 

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送 

〔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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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