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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 3,769 ― 43 ― 40 ― 15 ―

20年3月期第2四半期 3,497 7.5 98 96.0 98 95.5 35 62.6

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 1.72 1.72
20年3月期第2四半期 3.96 3.92

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 3,715 1,497 40.3 167.72
20年3月期 3,849 1,557 40.5 174.48

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,497百万円 20年3月期  1,557百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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  有  
 

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 8,200 6.8 275 19.4 270 17.8 120 20.8 13.44

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  無  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 ２．当連結会計年度より「四半期連結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。  

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  9,158,960株 20年3月期  9,158,960株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  231,813株 20年3月期  231,813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  8,927,147株 20年3月期第2四半期  9,005,009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、米国のサブプライム問題を契機とした金融不安とそれに伴う世

界的な景気低迷の影響により、企業業績の悪化と共に景気の後退懸念が一段と強まってまいりました。

　情報サービス産業においては、景気後退の影響からシステム投資に対する顧客の見極め姿勢が強まり、機能や価格

及び期間短縮など投資効果への要求が高く、厳しい競争下におかれております。

　このような状況の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細

かい提案活動による積極的な事業活動の展開により売上高3,769百万円（前年同期比　7.8％増）となりましたが、利

益につきましては主力であるシステムソリューション事業においてシステム投資の抑制等により、契約までの提案活

動の長期化及びそれに伴う要員待機の発生、さらには一部のシステム開発プロジェクトで発生した案件の延期等が原

価を押し上げる結果となり、営業利益43百万円（前年同期比　55.6％減）、経常利益40百万円（前年同期比　58.6％

減）、四半期純利益15百万円（前年同期比　56.8％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの実績は、システムソリューションにおきましてはクレジットとその他の金融及び公営競

技分野が堅調に推移した結果、売上高は3,354百万円（前年同期比　8.3％増）となりました。

　スタッフサービスにおきましては、景気及び社会動向から派遣ビジネスの需要抑制傾向が強まりましたが、ＩＴ運

用・保守サポートサービスへの開拓もあり売上高は415百万円（前年同期比　3.6％増）となりました。

　なお、対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２四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ135百万円減少し、3,715

百万円となりました。

　また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ60百万円減少し、

1,497百万円となり、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、40.3％となりました。

（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320百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は1,025百万円となりました。 

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）

営業活動の結果得られた資金は、415百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37百万円及

び、売上債権の減少508百万円による資金の増加があったことに対し、たな卸資産の増加30百万円、仕入債務の減

少31百万円、法人税等の支払81百万円による資金の減少があったこと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）

投資活動の結果使用した資金は、68百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出18百万円、

パソコン等の開発設備等の取得による支出42百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出8百万円等

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）

財務活動の結果使用した資金は、26百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入50百万円

に対し、配当金の支払額71百万円、長期借入金の返済による支出5百万によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の通期の業績予想につきましては平成20年10月17日付「業績予想の修正」にて当初予想の下方修正を

発表しております。

　下期においては、クレジット及び公共分野が堅調な動向であり、また上期における提案活動の効果も表れますが、

金融不安による景気後退に伴うシステム投資の先送り等も懸念され、通期における売上高は当初計画から減収を見込

でおります。一方、利益面ではマネジメント強化により稼働率の向上を図りますが、案件の小型化による生産効率の

低下により営業利益、経常利益、当期純利益は当初計画を下回る見込みのため通期予想を修正いたしております。

　なお、当社グループの四半期業績の特性につきましては、検収基準により売上計上しているため、顧客との一括請

負契約となることが多いシステムソリューション事業の検収は、第２及び第４四半期が多く、当社の売上高も当該四

半期に偏る傾向にあります。

　なお、「平成20年５月17日の決算短信」にて発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 8,600 400 390 220

今回修正予想（Ｂ） 8,200 275 270 120

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △125 △120 △100

増減率（％） △4.7 △31.3 △30.8 △45.5

前期実績 7,678 230 229 99

 

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

　該当事項はありません。　

 

（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 

　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 1,025,754 704,799

受取手形及び売掛金 1,431,216 1,939,848

仕掛品 302,152 271,693

その他 177,620 174,103

貸倒引当金 △1,423 △1,926

流動資産合計 2,935,320 3,088,517

固定資産   

有形固定資産 191,377 180,477

無形固定資産 56,535 56,028

投資その他の資産   

投資有価証券 126,685 115,576

繰延税金資産 145,640 139,492

その他 260,792 270,164

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 532,030 524,145

固定資産合計 779,942 760,651

資産合計 3,715,263 3,849,169

負債の部   

流動負債   

買掛金 319,239 350,953

短期借入金 980,000 930,000

未払法人税等 31,858 87,901

賞与引当金 216,694 208,539

受注損失引当金 1,072 13,709

その他 283,300 316,294

流動負債合計 1,832,165 1,907,399

固定負債   

退職給付引当金 290,653 288,952

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 385,853 384,152

負債合計 2,218,018 2,291,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,557 454,557

資本剰余金 56,563 56,563

利益剰余金 1,034,994 1,091,021

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,483,259 1,539,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,984 18,330

評価・換算差額等合計 13,984 18,330

純資産合計 1,497,244 1,557,617

負債純資産合計 3,715,263 3,849,169
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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 3,769,472

売上原価 3,130,173

売上総利益 639,299

販売費及び一般管理費 595,593

営業利益 43,705

営業外収益  

受取利息 841

受取配当金 1,599

受取手数料 832

その他 2,316

営業外収益合計 5,589

営業外費用  

支払利息 8,376

営業外費用合計 8,376

経常利益 40,918

特別利益  

貸倒引当金戻入額 503

特別利益合計 503

特別損失  

固定資産除却損 3,745

特別損失合計 3,745

税金等調整前四半期純利益 37,675

法人税、住民税及び事業税 26,012

法人税等調整額 △3,727

法人税等合計 22,285

四半期純利益 15,390
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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 37,675

減価償却費 35,285

貸倒引当金の増減額（△は減少） △502

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,154

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,637

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,700

受取利息及び受取配当金 △2,440

支払利息 8,376

固定資産除却損 3,745

売上債権の増減額（△は増加） 508,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,459

仕入債務の増減額（△は減少） △31,713

その他 △22,273

小計 503,543

利息及び配当金の受取額 2,440

利息の支払額 △8,450

法人税等の支払額 △81,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,743

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 △42,050

無形固定資産の取得による支出 △8,855

投資有価証券の取得による支出 △18,436

その他 971

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,371

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） 50,000

長期借入金の返済による支出 △5,000

配当金の支払額 △71,417

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 320,955

現金及び現金同等物の期首残高 704,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,025,754
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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）

 
システム

ソリューション
（千円）

スタッフ
サービス
（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 3,354,412 415,059 3,769,472 － 3,769,472

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 58,596 58,596 (58,596) －

計 3,354,412 473,656 3,828,069 (58,596) 3,769,472

営業利益又は営業損失（△） 150,778 △14,996 135,782 (92,076) 43,705

 

（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。
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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  3,497,939 100.0

Ⅱ　売上原価  2,855,127 81.6

売上総利益  642,811 18.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  544,265 15.6

営業利益  98,546 2.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 766   

２．受取配当金 1,310   

３．受取手数料 840   

４．その他　 2,246 5,164 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 4,848   

２．その他 91 4,940 0.1

経常利益  98,769 2.8

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 434 434 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 2,439   

２．投資有価証券売却損 7 2,446 0.1

税金等調整前中間純利益  96,757 2.7

法人税、住民税及び事業税 33,486   

法人税等調整額 27,605 61,091 1.7

中間純利益  35,665 1.0
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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

税金等調整前中間純利益 96,757

減価償却費 36,247

貸倒引当金の減少額 △28,339

賞与引当金の増加額 8,098

受注損失引当金の増加額　 8,000

退職給付引当金の減少額 △2,057

受取利息及び受取配当金 △2,076

支払利息 4,848

固定資産除却損 2,439

売上債権の減少額 487,990

たな卸資産の増加額 △259,017

仕入債務の減少額 △41,314

その他 △50,895

小計 260,679

利息及び配当金の受取額 2,076

利息の支払額　 △4,390

法人税等の支払額　 △137,111

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,254

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 △17,507

無形固定資産の取得による支出 △21,973

投資有価証券の取得による支出 △2,045

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,526

Ⅲ　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 △270,000

長期借入金の返済による支出　 △10,000

配当金の支払額　 △72,069

自己株式の取得による支出　 △10,397

財務活動によるキャッシュ・フロー △362,466

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △282,737

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 821,672

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 538,934
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