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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 12,292 ― 483 ― 444 ― 185 ―
20年3月期第2四半期 13,006 1.0 555 △4.0 490 △8.8 215 △10.4

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 13.04 12.97
20年3月期第2四半期 14.94 14.71

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 18,761 8,932 44.2 583.61
20年3月期 18,806 9,058 44.8 585.54

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,290百万円 20年3月期  8,419百万円

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 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― 12.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 24.00

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 27,100 3.0 1,400 9.2 1,300 8.7 580 △21.6 40.34

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.上記の予想につきましては、発表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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合 
   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。  

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  15,235,840株 20年3月期  15,235,840株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,029,730株 20年3月期  856,550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  14,243,760株 20年3月期第2四半期  14,427,098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（平成20年４月１日から平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国の金融不安に

端を発した世界経済低迷により、輸出の伸び悩みや原材料価格高騰と相まって企業収益を低下させるなど、実体経済

に影響を与え始めております。 

 当社グループが所属する情報サービス産業は、経済産業省：特定サービス産業動態統計調査にある通り、平成20年

４月から平成20年８月の売上高が前年同期比＋3.2％と増加しております。これは、金融機関、大企業・製造業を中

心にＩＴ投資が堅調に推移した結果ですが、一部企業では、案件の凍結、先送りや規模縮小がみられるなど先行きに

不透明感が増しております。 

 このような環境下、当社グループは、企業のＩＴ投資ニーズに応えるべく既存顧客とのリレーションを強化し、新

規事業部を新設するなど営業力の強化に努め、ソフトウエア開発の標準化や見積り精度の向上、コスト管理の徹底を

図ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は情報処理サービスが増収に寄与したものの、ソフトウエア開発、システム機器販売の減収に

より12,292百万円（前年同累計期間比5.5％減）となりました。情報処理サービスの売上増、原価低減などが利益増

に貢献しましたが、内部統制（J-SOX）対応費用等が増加し、営業利益は483百万円（同12.9％減）、経常利益は444

百万円（同9.3％減）、四半期純利益は185百万円（同13.8％減）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における売上区分別の売上状況は以下のとおりです。 

［情報処理サービス］ 

 官公庁、流通業向けメーリングサービス（請求書発行等の代行サービス）、金融業向けアウトソーシングを中心に

売上を伸ばし、3,689百万円（前年同四半期累計期間比3.4％増）となりました。 

［システム機器販売］ 

 システム導入に付随したＰＯＳ、パソコン、サーバー等の販売が減少し、425百万円（同34.0％減）となりまし

た。 

［ソフトウエア開発］ 

 出版印刷業、通信業、製造業向けビジネスアプリケーション開発等の伸びがあったものの、携帯電話関連、金融業

向けのシステム開発が縮小または一巡し、8,177百万円（同7.0％減）となりました。 

  

※なお、前年同四半期累計期間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２四半期末における総資産は18,761百万円となり、前連結会計年度末比45百万円の減少となりました。その主

な要因は第２データセンターの立ち上げに関わる設備投資による有形固定資産の増加等があったものの、固定資産の

減価償却や投資有価証券の時価下落等があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,932百万円となり、自己資本比率は44.2％と前連結会計年度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２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。  

  当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して113百万円

増加し、当第２四半期末には2,535百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、504百万円となりました。 

  これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上416百万円、償却による資金の内部留保477百万円および売上債権

の減少433百万円により資金が増加した一方、たな卸資産の増加230百万円、仕入債務の減少230百万円および法人

税等の支払160百万円等により資金が減少したことによるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、602百万円となりました。 

  これは主に、固定資産の取得による支出601百万円があったこと等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） 

  財務活動の結果得られた資金は211百万円となりました。 

  これは主に、長期借入金の返済による支出503百万円、自己株式の取得による支出93百万円および配当金の支払

による支出188百万円等があったものの、短期借入れによる収入1,024百万円があったこと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 

  平成20年５月９日に公表いたしました、通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

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 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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．従来、商品・原材料・貯蔵品については、主として先入先出法による原価法、また、仕掛品については個

別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、商品・原材料・貯蔵品について

は、主として先入先出法による原価法（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）ならびに仕掛品については個別法による原価法（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。 

  なお、この適用による損益への影響はありません。 

３．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））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、第１四半期連結会計期間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。 

  ただし、平成20年３月31日以前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

  なお、この適用による損益への影響はありません。 

  



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 2,535,683 2,422,634

受取手形及び売掛金 4,072,525 4,506,557

商品 4,386 12,676

原材料 7,448 4,075

仕掛品 491,254 257,680

その他 862,639 715,838

貸倒引当金 △3,445 △6,426

流動資産合計 7,970,492 7,913,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,635,246 2,717,901

土地 3,499,940 3,499,940

その他（純額） 874,069 581,841

有形固定資産合計 7,009,255 6,799,684

無形固定資産   

のれん 574,773 668,574

その他 860,179 926,325

無形固定資産合計 1,434,953 1,594,899

投資その他の資産   

その他 2,358,920 2,509,578

貸倒引当金 △20,741 △21,145

投資その他の資産合計 2,338,179 2,488,432

固定資産合計 10,782,388 10,883,017

繰延資産 8,533 10,861

資産合計 18,761,413 18,806,916



（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   

支払手形及び買掛金 1,169,440 1,399,877

短期借入金 3,440,962 2,473,008

未払法人税等 234,978 182,244

賞与引当金 621,173 599,457

その他 938,695 931,700

流動負債合計 6,405,250 5,586,289

固定負債   

社債 1,110,000 1,120,000

長期借入金 1,275,058 1,722,014

退職給付引当金 748,491 738,719

その他 289,662 581,350

固定負債合計 3,423,212 4,162,084

負債合計 9,828,462 9,748,373

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,361,075 3,361,075

利益剰余金 2,349,872 2,336,708

自己株式 △595,316 △501,754

株主資本合計 8,319,624 8,400,022

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,816 19,680

評価・換算差額等合計 △28,816 19,680

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 634,143 630,840

純資産合計 8,932,951 9,058,542

負債純資産合計 18,761,413 18,806,916



（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 12,292,211

売上原価 9,625,021

売上総利益 2,667,190

販売費及び一般管理費 2,183,359

営業利益 483,830

営業外収益  

受取利息 147

受取配当金 7,931

持分法による投資利益 13,357

保険解約返戻金 7,945

その他 9,449

営業外収益合計 38,831

営業外費用  

支払利息 43,510

その他 34,673

営業外費用合計 78,183

経常利益 444,477

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,059

固定資産売却益 554

特別利益合計 3,613

特別損失  

投資有価証券評価損 29,527

固定資産除却損 1,284

固定資産売却損 724

特別損失合計 31,536

税金等調整前四半期純利益 416,554

法人税等 211,189

少数株主利益 19,649

四半期純利益 185,715



（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 416,554

減価償却費 383,669

のれん償却額 93,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,041

受取利息及び受取配当金 △8,079

支払利息 43,510

売上債権の増減額（△は増加） 433,973

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,580

仕入債務の増減額（△は減少） △230,437

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,476

その他 △210,062

小計 701,783

利息及び配当金の受取額 7,994

利息の支払額 △44,608

法人税等の支払額 △160,518

営業活動によるキャッシュ・フロー 504,651

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 △497,510

無形固定資産の取得による支出 △104,388

その他 △802

投資活動によるキャッシュ・フロー △602,701

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,024,000

長期借入金の返済による支出 △503,002

社債の償還による支出 △28,000

自己株式の売却による収入 11

自己株式の取得による支出 △93,573

配当金の支払額 △172,391

少数株主への配当金の支払額 △15,945

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,048

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,535,683



 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。 



  

「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        13,006,858  100.0

Ⅱ 売上原価        10,350,413  79.6

売上総利益        2,656,444  20.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,100,952  16.1

営業利益        555,491  4.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息及び配当金  6,056            

２．保険金収入  3,457            

３．投資有価証券売却益  421            

４．その他  17,896  27,832  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  35,430            

２．投資事業組合出資金運用損  22,361            

３．支払手数料   21,510            

４．持分法による投資損失  3,459            

５．社債発行費償却   1,169            

６．その他  9,269  93,200  0.7

経常利益        490,123  3.8



  

  
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
（％） 

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  4,787            

２．貸倒引当金戻入益  492  5,279  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  3,410            

２．投資有価証券評価損  3,103            

３．訴訟和解金   1,300            

４．固定資産除却損  636  8,450  0.1

税金等調整前中間純利益        486,953  3.7

法人税、住民税及び事業税  128,537            

法人税等調整額  113,354  241,891  1.8

少数株主利益        29,559  0.2

中間純利益        215,502  1.7

        



（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  486,953

減価償却費   424,970

のれん償却額   89,038

貸倒引当金の増加額   2,838

受取利息及び受取配当金  △6,056

支払利息   35,430

投資有価証券評価損   3,103

投資有価証券売却益  △421

訴訟和解金   1,300

売上債権の減少額   885,582

たな卸資産の増加額  △187,673

仕入債務の減少額  △477,168

未払消費税の減少額 △56,779

その他  △25,230

小計  1,175,886

利息及び配当金の受取額   6,368

投資事業組合分配金の受取額   30,358

利息の支払額  △33,524

訴訟和解金の支払額  △1,300

法人税等の支払額  △127,772

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,050,015



  

  
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   

有形固定資産の取得による支出  △1,257,993

有形固定資産の売却による収入   50,225

無形固定資産の取得による支出  △176,038

投資有価証券の取得による支出  △581,923

投資有価証券の売却による収入   26,628

定期預金の払戻による収入   10,000

その他  △20,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,949,766

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金増減額（純額）   629,400

長期借入れによる収入  1,100,000

長期借入金の返済による支出  △398,102

社債の償還による支出 △228,000

自己株式の売却による収入   30,805

自己株式の取得による支出  △43,449

配当金の支払額  △143,797

少数株主に対する配当金の支払額  △11,959

財務活動によるキャッシュ・フロー  934,896

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  35,145

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,361,647

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,396,793
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