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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 12,893 ― 367 ― 329 ― 31 ―

20年3月期第2四半期 12,474 15.1 929 64.6 898 79.9 458 86.8

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 3.01 3.01
20年3月期第2四半期 43.68 ―

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 13,274 8,735 63.4 811.27
20年3月期 13,432 8,532 63.5 821.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,421百万円 20年3月期  8,532百万円

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00
21年3月期 ― 13.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 26.00

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 28,000 9.6 1,150 △44.7 1,100 △48.2 400 △59.9 38.53

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）  有  

新規   １社(社名 クロノバ株式会社                       ）      除外     －（社名                               ） 
（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。  

(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、その他の特記事項 
(1)上記に記載した当期の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ものです。予想に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運
営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。 
(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」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計期間の適用指針」（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  10,500,000株 20年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  119,427株 20年3月期  119,360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  10,380,595株 20年3月期第2四半期  10,498,640株



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、米国発の金融不安を背景に海外経済が減速し、輸出の鈍化や原材料

高による企業収益の圧迫が続き、個人消費の低迷とともに景気の後退色が一段と鮮明になってまいりました。 

 当社グループの属する情報サービス業界に関しては、各産業で法改正対応やシステムの更新など不可避な投資需要はある

ものの、景気の先行き不透明さから企業心理は急速に悪化してきており、幅広い業種でシステム投資の選別や先送り傾向が

出てきております。 

 こうしたなか、当社グループは、金融系システム開発や運用系SIが好調に推移したこと、子会社登録管理ネットワーク株式会

社の実績が当期より加わったことなどにより、前年同期を上回る売上をあげることができました。しかしながら、前期の利益に貢

献した大型高収益業務に代わる新規のBPO案件の立ち上げが遅れたことや、企業の投資意欲減退により、パッケージ導入や

システム投資などの先送り傾向が強まり、収益機会を逸するなど、利益面では前年同期を下回る結果となりました。 

 また、次のステージへの飛躍に向けて行った設備投資や人材投資によるコスト増に加え、本社・事業所の移転費用や、貸倒

損失の発生、持分法適用関連会社の赤字も一時的に利益を圧迫する要因となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比3.4％増加し、128億93百万円、経常利益は前年同期比63.4％減少し、3億29百万円、四

半期純利益は前年同期比93.2％減少し、31百万円となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

（サービス別営業概況） 

 ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）は、生損保の業務是正に伴う特需をはじめとする大型業務が一巡したことに加え、

国内市場の伸び悩みに伴ってカード・信販や通信業界等からの業務量が落ち込んだこと、これに代わる新規案件の多くが、業

務の大型化、高度化によりサービス開始までのリードタイムが長くなり、立ち上げが遅れていることなどから、単体では前年同期

を下回る結果となりましたが、連結では子会社登録管理ネットワーク株式会社の実績が加わったことにより、売上高は前年同期

比6.4％増加し、74億10百万円となりました。 

 ソフトウェアソリューション（SS）は、企業の投資意欲減退に伴い、パッケージ導入の先送り傾向が強まったことや、前期好調で

あったERPソフト「LX」のアドオン開発に代わる受注を確保できなかったことなどから、売上高は前年同期比15.8％減少し、9億

79百万円となりました。 

 システムインテグレーション（SI）は、特定大口顧客からの受注減や、地方企業のシステム投資の落ち込みが顕著であったも

のの、保険・銀行・証券等を中心とした金融系システム開発や、景気に左右されにくい運用系SIを着実に吸収したことにより、売

上高は前年同期比4.0％増加し、44億91百万円となりました。 

 その他システム機器販売等は、保険代理店収入と合わせ、売上高は前年同期比54.1％減少し、11百万円となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期における総資産は、132億74百万円となり、前連結会計年度末比１億57百万円の減少となりました。

その主な原因は、有価証券の減少額６億48百万円によるものであります。 

 なお、純資産は87億35百万円となり、自己資本比率は63.4％で、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しておりま

す。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は30億27百万円となり、前連結会計年度末と比較

して４億71百万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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」は４億63百万円の減少となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期

純利益２億４百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額７億４百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億28百万円の増加となりました。主な増加要因は、連結子会社の取得

による現金同等物の増加４億58百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産取得による支出３億50百万円でありま

す。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億37百万円の減少となりました。主な増加要因は、短期借入れによる

収入１億80百万円であり、主な減少要因は、短期借入金の返済支出２億30百万円であります。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、景気低迷が続くとの観測が強まっており、当社グループを取り巻く環境も引き続き予断を許さ

ない状況であります。 

 しかしながら、上期、種々の要因が重なり一時的な端境期となったBPOは、上期に受注した大型案件が徐々に立ち上がって

くることや複数の大型商談がクロージングに向け進んでいることなどから、下期については着実に回復軌道をたどるものと見込

まれます。また、運用系SIについても景気の影響を受けにくいことから、下期も堅調に推移する見通しであります。引き続き、営

業活動を強化して主要商談の早期成約と業務開始に向けスピードアップを図るとともに主要取引先との取引拡大や、サービス

の横展開を推進してまいります。 

 利益面については、上期に発生した一時的なコスト要因がなくなることや、プロジェクト損益の向上に努めることなどにより、下

期については改善する見通しであります。 

 通期の業績については、上期の実績を踏まえ、以下のとおり見込んでおります。 

 なお、前期比は参考として記載しております。 

  

 ◆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） 

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 162億20百万円 （前期比14.0％増）

ソフトウェアソリューション 22億30百万円 （前期比 1.4％減）

システムインテグレーション 95億30百万円 （前期比 5.5％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比27.6％減）

  売上高合計 280億00百万円 （前期比 9.6％増）

  営業利益 11億50百万円 （前期比44.7％減）

  経常利益 11億00百万円 （前期比48.2％減）

  当期純利益 4億00百万円 （前期比59.9％減）



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） 

 平成20年９月30日付けで、クロノバ株式会社を連結子会社としております。詳細は、平成20年８月26日公表の

「クロノバ株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

（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 

 減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

  

（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）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の適用 

 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の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成19年３月30

日改正）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 企業会計基準適用指針第16号

平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後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、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこれらの会計基

準等を適用し、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ありません。 

   



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 2,367,660 2,207,050

受取手形及び売掛金 3,354,736 3,360,870

有価証券 969,444 1,618,011

仕掛品 341,929 196,237

貯蔵品 7,493 5,798

繰延税金資産 660,722 695,537

その他 442,327 278,472

貸倒引当金 △15,826 △4,480

流動資産合計 8,128,487 8,357,498

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 405,963 319,055

機械装置及び運搬具（純額） 140,794 －

工具、器具及び備品（純額） 473,448 389,376

土地 205,976 205,976

有形固定資産合計 1,226,182 914,407

無形固定資産   

のれん 911,429 918,191

ソフトウエア 328,741 375,088

その他 147,408 16,508

無形固定資産合計 1,387,579 1,309,788

投資その他の資産   

投資有価証券 879,599 1,142,198

敷金及び保証金 1,201,254 1,210,535

繰延税金資産 185,255 164,675

その他 313,034 333,474

貸倒引当金 △46,907 △356

投資その他の資産合計 2,532,237 2,850,527

固定資産合計 5,145,999 5,074,724

資産合計 13,274,486 13,432,222



（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 417,442 526,161

短期借入金 513,400 233,428

未払費用 1,006,273 1,090,298

未払法人税等 197,162 737,952

賞与引当金 1,288,940 1,245,186

その他の引当金 19,082 23,000

その他 646,932 590,207

流動負債合計 4,089,233 4,446,234

固定負債   

長期借入金 31,938 61,522

退職給付引当金 338,270 271,027

その他の引当金 － 95,555

その他 79,954 25,632

固定負債合計 450,162 453,737

負債合計 4,539,396 4,899,971

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,292,192 1,292,192

資本剰余金 1,493,807 1,493,807

利益剰余金 5,802,452 5,906,199

自己株式 △150,436 △150,355

株主資本合計 8,438,015 8,541,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,493 △9,592

評価・換算差額等合計 △16,493 △9,592

新株予約権 7,989 －

少数株主持分 305,579 －

純資産合計 8,735,090 8,532,250

負債純資産合計 13,274,486 13,432,222



（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 12,893,636

売上原価 10,646,236

売上総利益 2,247,399

販売費及び一般管理費 1,879,802

営業利益 367,596

営業外収益  

受取利息 8,988

保険返戻金 9,579

その他 12,712

営業外収益合計 31,280

営業外費用  

支払利息 4,288

持分法による投資損失 40,724

投資事業組合運用損 24,297

その他 516

営業外費用合計 69,828

経常利益 329,048

特別損失  

固定資産除却損 13,280

投資有価証券評価損 16,080

事務所移転費用 92,958

その他 2,495

特別損失合計 124,814

税金等調整前四半期純利益 204,233

法人税、住民税及び事業税 152,468

法人税等調整額 20,563

法人税等合計 173,032

四半期純利益 31,201



（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 204,233

減価償却費 189,558

のれん償却額 105,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,896

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,754

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,775

持分法による投資損益（△は益） 40,724

受取利息及び受取配当金 △9,660

支払利息 4,288

固定資産除却損 45,065

売上債権の増減額（△は増加） 163,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,427

仕入債務の増減額（△は減少） △108,719

未払費用の増減額（△は減少） △113,298

未払消費税等の増減額（△は減少） △147,813

その他 △146,899

小計 236,242

利息及び配当金の受取額 9,325

利息の支払額 △4,288

法人税等の支払額 △704,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △463,192

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △99,721

有形固定資産の取得による支出 △350,792

無形固定資産の取得による支出 △141,832

投資有価証券の取得による支出 △76,504

投資有価証券の売却による収入 8,612

投資有価証券の償還による収入 300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

458,458

その他 130,102

投資活動によるキャッシュ・フロー 228,321

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 180,000

短期借入金の返済による支出 △230,000

長期借入金の返済による支出 △51,264

自己株式の取得による支出 △80

配当金の支払額 △135,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,900

現金及び現金同等物の期首残高 3,499,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,027,715



 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〕 

 当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の

種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 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、所在地別セグメント情報を記載

しておりません。 

  

〔海外売上高〕  

 当第２四半期連結会計期間における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載

を省略しております。 

  

（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 

（1）四半期受注及び販売の状況 

①受注実績 

（受注高）                                       （単位：千円） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（受注残高）                                      （単位：千円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②販売実績                                       （単位：千円） 

  

  

サービス 

当第２四半期累計期間 
（参考） 

前期（平成20年３月期）  

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  8,644,258  62.2  14,315,568  53.2

ソフトウェアソリューション  1,054,502  7.6  2,429,632  9.0

システムインテグレーション  4,191,821  30.1  10,128,767  37.7

その他システム機器販売等  11,770  0.1  27,606  0.1

合計  13,902,352  100.0  26,901,575  100.0

サービス 

当第２四半期累計期間末 
（参考） 

前期（平成20年３月期末）  

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  8,169,588  65.0  6,935,890  60.0

ソフトウェアソリューション  1,374,601  11.0  1,299,831  11.3

システムインテグレーション  3,016,549  24.0  3,316,300  28.7

合計  12,560,739  100.0  11,552,022  100.0

サービス 

当第２四半期累計期間 
 （参考） 

前期（平成20年３月期）  

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  7,410,559  57.5  14,232,154  55.7

ソフトウェアソリューション  979,733  7.6  2,262,563  8.8

システムインテグレーション  4,491,572  34.8  9,036,091  35.4

その他システム機器販売等  11,770  0.1  27,606  0.1

合計  12,893,636  100.0  25,558,415  100.0



「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（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    12,474,377  100.0

Ⅱ 売上原価    9,953,366  79.8

売上総利益    2,521,010  20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,591,660  12.8

営業利益    929,350  7.4

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  8,003    

２．その他  6,793  14,796  0.1

Ⅴ 営業外費用      

１．持分法による投資損失  40,893    

２．その他  4,384  45,278  0.3

経常利益    898,868  7.2

Ⅵ 特別損失      

１．固定資産除却損  7,732    

２．投資有価証券評価損  2,660  10,393  0.1

税金等調整前中間純利益    888,474  7.1

法人税、住民税及び事業税  524,173    

法人税等調整額  △94,244  429,929  3.4

中間純利益    458,545  3.7

       



（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  

税金等調整前中間純利益  888,474

減価償却費  155,387

のれん償却額  46,722

長期前払費用償却額  5,920

賞与引当金の増加額  201,285

役員賞与引当金の減少額  △4,000

退職給付引当金の増加額  34,561

役員退職慰労引当金減少額  △41,129

プログラム補修引当金の減少額  △7,500

貸倒引当金の増加額  12,689

受取利息及び受取配当金  △8,049

支払利息  1,962

持分法による投資損失  40,893

固定資産除却損  7,732

投資有価証券売却損  2,660

投資事業組合損  2,652

売上債権の減少額  356,177

たな卸資産の減少額  70,827

その他流動資産の増加額  △97,436

長期前払費用の増加額  △4,652

仕入債務の減少額  △106,510

未払費用の減少額  △4,789

未払消費税等の増加額  34,409

その他流動負債の増加額  18,873

小計  1,607,165

利息及び配当金の受取額  7,984

利息の支払額  △1,962

法人税等の支払額  △335,274

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,277,912



  

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） 

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  △3,000

有価証券の取得による支出  △99,726

有形固定資産の取得による支出  △93,652

無形固定資産の取得による支出  △1,644

投資有価証券の取得による支出  △497,574

投資有価証券の売却による収入  960

投資有価証券の償還による収入  300,000

その他の投資等による支出  △1,936

その他の投資等による収入  23,492

投資活動によるキャッシュ・フロー  △373,081

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入  180,000

短期借入金の返済による支出  △330,000

配当金の支払額  △126,460

財務活動によるキャッシュ・フロー  △276,460

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  628,370

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,972,990

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,601,361



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の種

類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 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、所在地別セグメント情報を記載し

ておりません。 

  

〔海外売上高〕 

 前中間連結会計期間における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 
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