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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の21年３月期第２四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(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 1,941 ― 155 ― 159 ― 84 ―
20年3月期第2四半期 1,753 10.3 216 72.7 207 74.0 106 277.6

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 2,729.69 ―
20年3月期第2四半期 3,431.03 3,429.72

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 3,306 2,616 74.6 79,771.99
20年3月期 3,434 2,604 71.1 78,936.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,466百万円 20年3月期  2,440百万円

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  

(注)20年３月期期末配当金の内訳 普通配当 1,000円00銭 
                       特別配当  600円00銭  

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 ― ― ― 1,600.00 1,600.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,000.00 1,000.00

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 4,355 14.3 457 △0.1 450 △0.2 225 2.2 7,276.84

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）詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他（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をご参
照下さい。  

(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)詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更をご参
照下さい。  

(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）上記に記載した予想数値は、本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる
可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、５ページの【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参照下さい。 
（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。  

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  30,920株 20年3月期  30,920株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  30,920株 20年3月期第2四半期  30,910株
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(1) 当第２四半期の概況 

当第２四半期におけるわが国経済は、米国の金融不安が深刻化し米国経済の減速が世界経済に波及し

つつあり、その影響が懸念されています。また、原油の著しい高騰や円高のあおりを受け、ますます不

透明な状況となってまいりました。 

  経済産業省の統計データによると、当社グループが属する情報サービス業は、前年同月比が2008年１

月から８月まで８ヶ月連続の増加となり、また当社グループが主として属する「受注ソフトウェア」

は、通信業向け、金融業向けなどがけん引し、増加傾向にあるとされています。しかしながら、世界的

な不況の恐れを前に、今後の営業環境は決して予断を許さない状況にあります。 

  このような状況の下、当第２四半期連結会計期間においては、製品開発・販売事業が振るわなかった

ものの、ビジネス・ソリューション事業が底堅く、また、エンジニアリング・ソリューション事業が好

調であり、これらを柱として、売上を積み上げてまいりました。その結果、当第２四半期連結会計期間

の連結売上高は1,012,721千円、営業利益は103,671千円、経常利益は110,921千円、四半期純利益は

68,728千円となりました。 

  また、それらの結果として、当第２四半期連結累計期間といたしましては、各段階利益では予算を達

成し、連結売上高は1,941,641千円(前年同期比10.7％増)、営業利益は155,562千円(同28.0％減)、経常

利益は159,639千円(同23.1％減)、四半期純利益は84,402千円(同20.4％減)となりました。 

(2) 部門別の売上高の概況 

① ビジネス・ソリューション事業 

 ビジネス・ソリューション事業では、システムコンサルティング全体では、前年を下回っております

が、その中でも金融業向けシステムコンサルティングは堅調です。また、一般事業法人向けシステム開

発では、横ばいで推移しています。全体としては当第２四半期連結会計期間の売上高は、第１四半期連

結会計期間の売上高を上回り、629,084千円となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高といたしましては、1,158,853千円(前年同期比2.2％増)と

なりました。 

② エンジニアリング・ソリューション事業 

 エンジニアリング・ソリューション事業では、複写機関連がやや低調であったものの、精密機械製造

業向け案件が好調で順調に推移いたしました。当第２四半期連結会計期間の売上高は、ここでも第１四

半期連結会計期間の売上高を上回り、196,522千円となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高といたしましては、371,387千円(前年同期比87.6％増)と

なりました。 

③ 教育ソリューション事業 

 教育ソリューション事業では、システムインテグレータ向け新人技術者教育が堅調で、順調なスター

トを切りました。当第２四半期連結会計期間の売上高は、66,674千円となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高といたしましては、172,931千円(前年同期比3.4％増)とな

りました。 

【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
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④ 経営コンサルティング事業 

 経営コンサルティング事業では、内部統制コンサルティングの評価フェーズコンサルティングが継続

しております。また、ここでも第１四半期連結会計期間の売上高を上回ったものの、内部統制コンサル

ティングはひと段落した感があり、業務改善コンサルティングへ注力し始めています。その結果、当第

２四半期連結会計期間の売上高は、94,664千円となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高といたしましては、185,574千円(前年同期比2.8％増)とな

りました。 

⑤ 製品開発・販売事業 

 製品開発・販売事業では、好調だった３月決算会社向けJUDE/Bizがひと段落し、今後、３月決算以外

の会社への販売、あるいはJUDE、TRICHORDのWEB対応版への移行に向けて営業活動を行っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、25,775千円となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高といたしましては、52,894千円(前年同期比28.8％減)とな

りました。 

  

 事業部門別の売上高の内訳につきましては、14ページの６．その他の情報(2)販売実績をご参照くだ

さい。 
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（1） 資産、負債、及び純資産の状況 

① 資産  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、9.1％減少し、1,620,069千円となりました。これは、主と

して「現金及び預金」が214,287千円減少したことなどによります。（なお、「現金及び預金」の詳し

い内容につきましては、９ページの四半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下さい。）  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、2.1％増加し、1,686,749千円となりました。これは、主と

して「投資その他の資産」に含まれる投資有価証券が56,860千円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、3.7％減少し、3,306,818千円となりました。  

② 負債  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、16.2％減少し、570,521千円となりました。これは、主と

して「未払法人税等」が53,207千円、「その他」に含まれている未払金が39,823千円減少したことなど

によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて20.0％減少し、120,021千円となりました。これは、主とし

て「長期借入金」が30,000千円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、16.9％減少し、690,542千円となりました。 

③ 純資産  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べてほとんど変動がなく、2,616,276千円となりました。  

④ 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（以下「資金」という）は、前第２四半期

連結会計期間末に比べて、130,322千円減少し、670,980千円となりました。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、2,007千円の支出となり

ました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益110,921千円、減価償却費40,022千円

などによるものです。一方、支出としては、売上債権の増加額160,873千円などとなっております。 

また、当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、51,248千円の資金

が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益159,639千円、減価償却費

77,380千円などによるものです。一方、支出としては、未払金の減少額45,350千円、法人税等の支払額

145,590千円などとなっております。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、90,375千円の支出となり

ました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出41,087千円、短期貸付けによる支出50,000

千円となっております。 

また、当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、188,089千円の支

出となりました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出63,190千円、投資有価証券の取得

による支出60,000千円、短期貸付けによる支出50,000千円となっております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、52,349千円の支出となりまし

た。主な内容としては、配当金の支払額22,280千円、長期借入金の返済による支出が30,000千円となっ

ております。 

また、当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは77,697千円の支出となりま

した。主な内容としては、配当金の支払額47,627千円、長期借入金の返済による支出が30,000千円とな

っております。 

  

当第２四半期連結会計期間は、平成20年５月13日発表の業績予想に対して、重要な変動はなく、また、

現時点では、今後の業績に重要な変動を与える事態は想定されておりません。従いまして、業績の予想に

変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 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費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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。 

  

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。 

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

ましたが、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」（企業会計基準委員会

平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 770,980 985,267 

売掛金 656,725 648,300 

仕掛品 39,212 28,179 

その他 155,220 123,227 

貸倒引当金 △2,069 △2,047 

流動資産合計 1,620,069 1,782,927 

固定資産 

有形固定資産 89,022 95,035 

無形固定資産 

のれん 718,797 739,907 

その他 349,002 350,186 

無形固定資産合計 1,067,799 1,090,094 

投資その他の資産 529,926 466,778 

固定資産合計 1,686,749 1,651,907 

資産合計 3,306,818 3,434,835 

負債の部 

流動負債 

買掛金 70,761 92,885 

短期借入金 240,000 240,000 

未払法人税等 84,933 138,140 

賞与引当金 26,749 21,663 

その他 148,077 187,832 

流動負債合計 570,521 680,521 

固定負債 

長期借入金 120,000 150,000 

その他 21 19 

固定負債合計 120,021 150,019 

負債合計 690,542 830,541 

純資産の部 

株主資本 

資本金 797,550 797,550 

資本剰余金 1,181,070 1,181,070 

利益剰余金 491,855 464,147 

株主資本合計 2,470,475 2,442,767 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △3,925 △2,063 

評価・換算差額等合計 △3,925 △2,063 

新株予約権 2,233 － 

少数株主持分 147,492 163,590 

純資産合計 2,616,276 2,604,294 

負債純資産合計 3,306,818 3,434,835 
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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 1,941,641 

売上原価 1,321,599 

売上総利益 620,041 

販売費及び一般管理費 464,478 

営業利益 155,562 

営業外収益 

為替差益 236 

受取利息 1,519 

受取配当金 900 

持分法による投資利益 2,212 

その他 3,374 

営業外収益合計 8,243 

営業外費用 

支払利息 3,808 

その他 359 

営業外費用合計 4,167 

経常利益 159,639 

税金等調整前四半期純利益 159,639 

法人税、住民税及び事業税 90,611 

法人税等調整額 723 

法人税等合計 91,335 

少数株主損失（△） △16,098 

四半期純利益 84,402 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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) 

売上高 1,012,721 

売上原価 672,537 

売上総利益 340,184 

販売費及び一般管理費 236,512 

営業利益 103,671 

営業外収益 

受取利息 1,405 

持分法による投資利益 5,710 

その他 2,736 

営業外収益合計 9,851 

営業外費用 

支払利息 1,917 

為替差損 614 

その他 69 

営業外費用合計 2,601 

経常利益 110,921 

税金等調整前四半期純利益 110,921 

法人税、住民税及び事業税 63,473 

法人税等調整額 △14,002 

法人税等合計 49,471 

少数株主損失（△） △7,278 

四半期純利益 68,728 
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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 159,639 

減価償却費 77,380 

のれん償却額 21,110 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,085 

受取利息及び受取配当金 △2,419 

支払利息 3,808 

持分法による投資損益（△は益） △2,212 

売上債権の増減額（△は増加） △8,425 

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,032 

仕入債務の増減額（△は減少） △22,123 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △45,350 

未払又は未収消費税等の増減額 12,065 

その他の資産の増減額（△は増加） △16,274 

その他の負債の増減額（△は減少） 26,692 

その他 276 

小計 198,242 

利息及び配当金の受取額 2,419 

利息の支払額 △3,823 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145,590 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,248 

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 △16,528 

無形固定資産の取得による支出 △63,190 

投資有価証券の取得による支出 △60,000 

短期貸付けによる支出 △50,000 

その他 1,630 

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,089 

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 540,000 

短期借入金の返済による支出 △540,000 

長期借入金の返済による支出 △30,000 

配当金の支払額 △47,627 

その他 △69 

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,697 

現金及び現金同等物に係る換算差額 252 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214,287 

現金及び現金同等物の期首残高 885,267 

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,980 
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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。 

  

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。 

  

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。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 （1）（要約）前中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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 1,753,724

Ⅱ 売上原価 1,100,610

   売上総利益 653,114

Ⅲ 販売費及び一般管理費 436,940

   営業利益 216,174

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 625

 ２ 受取配当金 1,142

 ３ その他 89 1,857

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,452

 ２ 持分法による投資損失 5,666

 ３ 株式交付費 165

 ４ その他 27 10,312

   経常利益 207,718

Ⅵ 特別利益

 １ 営業譲渡益 10,723

 ２ 貸倒引当金戻入額 892 11,615

Ⅶ 特別損失

 １ 役員退職慰労金 12,000

 ２ その他 11 12,011

    税金等調整前中間純利益         207,322

   法人税、住民税及び事業税 116,181

   法人税等調整額 △7,037 109,144

少数株主損失(△) △7,875

   中間純利益 106,053
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 （2）（要約）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 207,322

   減価償却費 77,995

   のれん償却額 21,110

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △892

   賞与引当金の増減額(△は減少) 1,622

   受取利息及び受取配当金 △1,767

   支払利息 4,452

   株式交付費 165

   持分法による投資損益(△は益) 5,666

   営業譲渡損益(△は益） △10,723

   役員退職慰労金 12,000

   売上債権の増減額(△は増加) 248,792

   たな卸資産の増減額(△は増加) △71,199

   仕入債務の増減額(△は減少) △2,963

   未払金の増減額(△は減少) △20,147

   未収及び未払消費税等の増減 △19,545

   その他資産の増減額(△は増加) △7,815

   その他負債の増減額(△は減少) △2,120

   その他 141

    小計 442,092

   利息及び配当金の受取額 1,747

   利息の支払額 △4,337

   法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △110,528

   役員退職慰労金の支払額 △12,000

   営業活動によるキャッシュ・フロー 316,973

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 △13,849

   無形固定資産の取得による支出 △40,177

   投資有価証券の取得による支出 △40,000

   差入保証金の差入による支出 △18,799

   その他 △4,211

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△117,037
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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 360,000

   短期借入金の返済による支出 △360,000

   長期借入金の返済による支出 △30,000

   株式の発行による支出 △211

   株式の発行による収入 2,000

   配当金の支払額 △14,614

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△42,826

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△129

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) 156,979

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 644,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末残高
801,302
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当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 受注実績

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 840,997 746,559

 （ビジネス・ソリューション事業） 518,829 521,221

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 322,168 225,338

教育ソリューション事業 60,306 43,803

経営コンサルティング事業 56,321 91,333

製品開発・販売事業 48,954 92,966

合計 1,006,579 974,662

(2) 販売実績

事業部門別 販売高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 825,606

 （ビジネス・ソリューション事業） 629,084

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 196,522

教育ソリューション事業 66,674

経営コンサルティング事業 94,664

製品開発・販売事業 25,775

合計 1,012,721
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