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(百万円未満切捨) 

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） 

 (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 5,039 （―） 490 （―） 501 （―） 162 （―）
20 年３月期第２四半期 4,748 （19.0） 429 （26.0） 455 （27.6） 258 （36.4）
 

 
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 36  51 36  06

20 年３月期第２四半期 57  92 56  85

 

 (2) 連結財政状態 

 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 5,404 3,569 65.0 789  69

20 年３月期 5,724 3,486 60.0 772  21
(参考) 自己資本 平成 21 年３月期第２四半期 3,512 百万円   平成 20 年３月期 3,434 百万円 

 

２.配当の状況 

 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 ―  15 00 ― 15 00  30 00 

21 年３月期 ―  15 00  

21 年３月期 

（予想） 

 
― 15 00  

30 00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

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、通期は対前期） 
 

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 11,000 （7.4） 1,098 （8.2） 1,100 （3.4） 600 （3.6） 130  32 

 (注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

 

１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した見通しであり、実際の業績は、今後の

経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する

事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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。 
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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)    ：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．その他をご参照ください。 

(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) 

  ①会計基準等の改正に伴う変更      ：有 

  ②①以外の変更             ：無 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。 

(4) 発行済株式数(普通株式) 

  ①期末発行済株式数(自己株式を含む) 

  ②期末自己株式数 

  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      4,508,013 株  

20 年３月期            4,508,013 株 

21 年３月期第２四半期           60,440 株  

20 年３月期                     60,440 株 

21 年３月期第２四半期        4,447,573 株  

20 年３月期第２四半期        4,466,473 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、原油価格や原材料価格の上昇に加え、世界的な金

融不安による輸出の鈍化等が企業収益を圧迫し、景気の減速感が一層強まってまいりました。 

当社グループが属するＩＴ関連業界におきましては、ＥＣ市場の拡大や日本版ＳＯＸ法施行に伴いＩ

Ｔによる内部統制の整備や企業内における情報セキュリティ強化等のシステム投資が引き続き増加いた

しました。 

このような状況の中で、当社グループは、プロダクト系ＳＩサービスを中核としたシステムインテグ

レーション事業の拡大に注力した結果、売上高は 50 億 39 百万円、営業利益は４億 90 百万円、経常利益

は５億１百万円、四半期純利益は１億 62 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 

（資産の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は54億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億20百万

円減少しました。これは、主に売掛金が３億78百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は18億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３百万

円減少しました。これは、主に法人税等の支払いにより１億８百万円の減少及び買掛金の支払いにより

２億64百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は35億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円

増加しました。これは、主に利益剰余金が98百万円増加したこと等によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況下ではありますが、平成 21 年３月期の連結

業績につきましては、平成 20 年５月８日に発表した業績予想から変更はありません。 

 

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 

     一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

(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 「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。 

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 



株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

4 

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  1,505,309 1,119,110 

  受取手形及び売掛金  1,474,255 1,831,883 

  有価証券  － 200,206 

  商品  122,804 175,541 

  未成業務支出金  127,853 125,222 

  その他  192,963 207,509 

  貸倒引当金  △16,941 △20,994 

  流動資産合計  3,406,245 3,638,479 

 固定資産    

  有形固定資産  263,705 260,208 

  無形固定資産  190,357 145,230 

  投資その他の資産    

   投資有価証券  999,069 1,240,423 

   その他  563,552 454,809 

   貸倒引当金  △18,626 △14,538 

  投資その他の資産合計  1,543,996 1,680,694 

  固定資産合計  1,998,059 2,086,133 

 資産合計  5,404,305 5,724,612 

負債の部    

 流動負債    

  買掛金  902,190 1,204,003 

  未払法人税等  200,869 308,980 

  賞与引当金  183,965 192,046 

  その他  378,071 371,651 

  流動負債合計  1,665,097 2,076,680 

 固定負債    

  退職給付引当金  106,037 96,454 

  役員退職慰労引当金  63,840 65,149 

  固定負債合計  169,877 161,603 

 負債合計  1,834,974 2,238,284 

純資産の部    

 株主資本    

  資本金  840,542 840,542 

  資本剰余金  898,957 898,957 

  利益剰余金  2,034,901 1,939,246 

  自己株式  △128,819 △128,819 

  株主資本合計  3,645,582 3,549,926 

 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  △133,376 △115,461 

  評価・換算差額等合計  △133,376 △115,461 

 少数株主持分  57,125 51,862 

 純資産合計  3,569,330 3,486,328 

負債純資産合計  5,404,305 5,724,612
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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  5,039,904 

売上原価  3,503,841 

売上総利益  1,536,062 

販売費及び一般管理費  1,045,132 

営業利益  490,929 

営業外収益   

 受取利息  4,138 

 受取配当金  1,409 

 貸倒引当金戻入額  307 

 受取運賃  5,979 

 その他  2,498 

 営業外収益合計  14,333 

営業外費用   

 和解金  3,399 

 その他  101 

 営業外費用合計  3,500 

経常利益  501,761 

特別損失   

 投資有価証券評価損  210,543 

 固定資産除却損  108 

 特別損失合計  210,652 

税金等調整前四半期純利益  291,109 

法人税、住民税及び事業税  192,208 

法人税等調整額  △68,729 

法人税等合計  123,478 

少数株主利益  5,262 

四半期純利益  162,368 
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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  291,109  

 減価償却費  66,333  

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  35  

 賞与引当金の増減額（△は減少）  △8,081  

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  9,583  

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △1,308  

 受取利息及び受取配当金  △5,547  

 固定資産除却損  108  

 投資有価証券評価損益（△は益）  210,543  

 売上債権の増減額（△は増加）  357,627  

 たな卸資産の増減額（△は増加）  50,105  

 仕入債務の増減額（△は減少）  △301,812  

 前受金の増減額（△は減少）  47,270  

 未払金の増減額（△は減少）  △17,278  

 破産更生債権等の増減額（△は増加）  △4,087  

 その他  △30,562  

 小計  664,039  

 利息及び配当金の受取額  11,233  

 法人税等の支払額  △298,186  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  377,085  

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  △500,000  

 有形固定資産の取得による支出  △41,020  

 無形固定資産の取得による支出  △76,199  

 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入  200,000  

 貸付けによる支出  △260  

 貸付金の回収による収入  715  

 敷金及び保証金の増減額（△は増加）  △680  

 保険積立金の増減額（△は増加）  △6,981  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △424,426  

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額  △66,459  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △66,459  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △113,800  

現金及び現金同等物の期首残高  1,119,110  

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,005,309
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 当第２四半期連結会計期間（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。 

 

(5) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日）     (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 2,822,482 848,410 1,078,100 4,748,993 ― 4,748,993

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,914 1,290 ― 3,204 (3,204) ―

計 2,824,396 849,700 1,078,100 4,752,197 (3,204) 4,748,993

営業費用 2,100,452 822,864 1,077,128 4,000,445 319,017 4,319,462

営業利益 723,943 26,836 971 751,752 (322,221) 429,530

(注) １.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 

 

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）     (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 2,948,460 848,719 1,242,724 5,039,904 ― 5,039,904

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
980 1,998 ― 2,978 (2,978) ―

計 2,949,440 850,717 1,242,724 5,042,882 (2,978) 5,039,904

営業費用 2,184,724 812,445 1,250,662 4,247,833 301,141 4,548,974

営業利益又は営業損失(△) 764,715 38,271 △7,937 795,049 (304,119) 490,929

(注) １.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

在外子会社、在外支店がないため該当事項はありません。 

 

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)  

 在外子会社、在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(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。 

 

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 

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） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 (要約)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 金額(千円) 

Ⅰ 売上高 4,748,993

Ⅱ 売上原価 3,261,793

売上総利益 1,487,199

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,057,669

営業利益 429,530

Ⅳ 営業外収益 26,889

Ⅴ 営業外費用 674

  経常利益 455,745

Ⅵ 特別利益 665

Ⅶ 特別損失 11,136

税金等調整前中間純利益 445,274

法人税、住民税及び 
事業税 

208,787

法人税等調整額 △23,599

少数株主利益 1,373

中間純利益 258,712
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前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 445,274 

   減価償却費 51,216 

   貸倒引当金の増減額 14,216 

   賞与引当金の増減額 31,539 

   退職給付引当金の増減額 5,477 

   役員退職慰労引当金の増減額 1,944 

   受取利息及び受取配当金 △15,365 

   株式交付費償却 611 

   固定資産除却損 8,090 

   投資有価証券売却益 △665 

   投資有価証券評価損 3,045 

   売上債権の増減額 164,244 

   たな卸資産の増減額 △99,981 

   仕入債務の増減額 △224,134 

   前受金の増減額 △3,365 

   未払金の増減額 △34,506 

   破産更生債権等の増減額 △17,424 

   その他 16,044 

    小計 346,262 

   利息及び配当金の受取額 16,029 

   法人税等の支払額 △214,577 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 147,714 

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 △36,618 

   無形固定資産の取得による支出 △22,942 

   投資有価証券の取得による支出 △502,923 
   投資有価証券の償還及び売却による 

収入 
212,171 

   貸付けによる支出 △215 

   貸付金の回収による収入 4,860 

   保険積立による支出 △6,981 

   敷金保証金の差入による支出 △11,642 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △364,292 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   株式の発行による収入 6,715 

   自己株式の取得による支出 △11,991 

   少数株主からの払込による収入 99,650 

   配当金の支払額 △44,305 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 50,068 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △166,509 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,165,179 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 998,669 

 


