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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,383 ― 152 ― 156 ― 87 ―
20年3月期第2四半期 3,953 △0.1 158 △9.3 151 △14.2 90 △7.7

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 4,071.27 ―
20年3月期第2四半期 4,206.08 ―

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 3,004 2,016 67.1 93,400.62
20年3月期 3,107 2,007 64.6 92,963.68

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,016百万円 20年3月期  2,007百万円

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 ― 0.00 ― 3,600.00 3,600.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3,228.00 3,228.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 8,703 6.3 403 1.4 408 3.6 232 1.1 10,760.90

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  21,590株 20年3月期  21,590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（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  21,590株 20年3月期第2四半期  21,481株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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」をご覧くだ
さい。  
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当第２四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）におけるわが国経済は、サブプライム問
題が長期化する中、世界的な金融市場の混乱とともに、原材料価格の高騰に始まり、光熱費、生活必需品
の値上がりが続いた一方、家計での節約志向が高まったことなど、実体経済の悪化懸念の高まりから、企
業の収益環境は益々厳しさを増しました。 
また、情報サービス産業におきましても大手都市銀行系のソフトウェア開発の終息や、景気低迷による

企業のＩＴ開発投資抑制など、依然として厳しい状況が続いております。 
このような状況の下、当社では、主力業務として強化・拡大を推進しておりますシステムソリューショ

ンサービス事業での基盤系業務アプリケーションintra-martによるＷＥＢインテグレーション業務が好調
に推移しました。また、ＢＰＯサービス事業において当期より本格的に取り組みだした販売サポート等の
アウトソーシング系業務の受注が増加し、売上高は前年同期に対して、10.9％の増加となりました。 
  その一方、近年の技術者要員不足から新規学卒者26名を採用（前年同期比14名増加）したことから、
人件費や教育コスト等の費用が増加し、営業利益では前年同期に対して、3.5％の減少となりました。 
この結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,383百万円（前年同期比10.9％増）、営業利益152

百万円（同3.5％減）、経常利益156百万円（同3.5％増）、四半期純利益は87百万円（同2.7％減）となり
ました。なお、経常利益の増加につきましては、前年同期間におきまして発生しました営業外支出による
株式上場に伴う費用相当分の減少によるものであります。 

  

事業のサービス別営業概況は、次のとおりであります。 

〔システムソリューションサービス事業〕 

intra-martによる販売管理系のＷＥＢ開発システムの売上が増加するとともに、同開発による小規模案
件ながらも新規顧客の受注が増加しました。また、昨年から要員シフトや中途採用者の増員をはかってき
たデータマイニング業務においても受注が増加しました。 
  この結果、売上高は1,155百万円（前年同期比13.8％増）となりました。 

〔ＢＰＯサービス事業〕 

景気低迷による影響で主要取引先各社の経費抑制等により、労働者派遣業務の伸びが鈍化傾向となりま
したが、当期より本格的に取り組み出したアウトソーシング系業務において、積極的に営業展開を進めた
結果、ＮＴＴのＢフレッツ外販業務の受注が大きく増加しました。 
  この結果、売上高は3,228百万円（前年同期比9.9％増）となりました。 

事業のサービス別の売上高推移は、次のとおりであります。 
                                         （百万円未満切捨て） 

 
  

※前年同四半期累計期間の金額、対前年同四半期増減額及び対前年同四半期増減率については、参考として記載して

おります。 

  

（資産の部） 

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して103百万円減少し、3,004百万円となり
ました。 
 流動資産は、前事業年度末と比較して102百万円減少し、2,898百万円となりました。その主な要因は売
掛金31百万円、前払費用9百万円の増加及び現金及び預金132百万円、仕掛品7百万円の減少等によるもの
であります。 
 固定資産は、前事業年度末と比較して1百万円減少し、105百万円となりました。これは投資有価証券の
四半期会計期間末時価下落による評価減1百万円等によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

21年3月期
第2四半期累計期間

20年3月期
第2四半期累計期間

増減
（参考）

前事業年度

金額 比率 金額 比率 金額
増減 
比率

金額 比率

システムソリューション 
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,155 26.4 1,015 25.7 139 13.8 2,124 25.9

ＢＰＯサービス 3,228 73.6 2,937 74.3 290 9.9 6,064 74.1

合    計 4,383 100.0 3,953 100.0 429 10.9 8,189 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報
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（負債の部） 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して113百万円減少し、987百万円となりま
した。 
 流動負債は、前事業年度末と比較して75百万円減少し、960百万円となりました。その主な要因は未払
金97百万円、未払法人税等58百万円、買掛金17百万円及び未払事業所税6百万円の減少並びに賞与引当金
104百万円及び未払費用2百万円の増加等によるものであります。 
 固定負債は、前事業年度末と比較し37百万円減少し、27百万円となりました。その主な要因は、役員退
職慰労引当金29百万円及び長期未払金8百万円の減少等によるものであります。 

（純資産の部） 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して9百万円増加し、2,016百万円となり
ました。その主な要因は、当第２四半期純利益87百万円の増加及び配当金の支払い77百万円による減少等
によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間における業績は、概ね当初予想通り推移しており、現時点におきましては、平成
20年5月14日に公表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 
 なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 
  

①簡便な会計処理 

ア．棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

イ．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、事業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。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

当事業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する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期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。 

  

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30

日 企業会計基準第13号）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

平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期間か

ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

 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、通常の賃貸借取引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。 

 この結果、当第２四半期累計期間において新たに当該変更の対象となるリース取引がありませんで

したので、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響

はありません。  
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,519,354 1,651,427 

売掛金 1,227,220 1,196,149 

仕掛品 20,661 28,546 

貯蔵品 632 852 

繰延税金資産 112,818 112,818 

その他 25,131 18,154 

貸倒引当金 △7,155 △6,984 

流動資産合計 2,898,663 3,000,965 

固定資産 

有形固定資産 8,668 9,731 

無形固定資産 2,839 2,979 

投資その他の資産 93,960 94,261 

固定資産合計 105,468 106,972 

資産合計 3,004,131 3,107,937 

負債の部 

流動負債 

買掛金 175,025 192,948 

未払金 369,407 467,338 

未払法人税等 75,018 133,232 

賞与引当金 218,511 113,937 

役員賞与引当金 4,000 8,000 

その他 118,287 120,761 

流動負債合計 960,249 1,036,218 

固定負債 

長期未払金 8,842 17,503 

退職給付引当金 4,995 4,089 

役員退職慰労引当金 13,525 43,040 

固定負債合計 27,363 64,633 

負債合計 987,612 1,100,852 

純資産の部 

株主資本 

資本金 309,024 309,024 

資本剰余金 209,024 209,024 

利益剰余金 1,489,338 1,479,164 

株主資本合計 2,007,386 1,997,212 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,132 9,873 

評価・換算差額等合計 9,132 9,873 

純資産合計 2,016,519 2,007,085 

負債純資産合計 3,004,131 3,107,937 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第2四半期累計期間 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 4,383,587 

売上原価 3,933,653 

売上総利益 449,933 

販売費及び一般管理費 297,044 

営業利益 152,889 

営業外収益 

受取利息 2,244 

有価証券利息 1,277 

その他 171 

営業外収益合計 3,692 

経常利益 156,582 

税引前四半期純利益 156,582 

法人税、住民税及び事業税 68,684 

四半期純利益 87,898 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 156,582 

減価償却費 3,718 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 171 

受取利息及び受取配当金 △3,646 

売上債権の増減額（△は増加） △31,070 

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,105 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,923 

未払金の増減額（△は減少） △97,301 

賞与引当金の増減額（△は減少） 104,574 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,515 

その他 △21,197 

小計 72,497 

利息及び配当金の受取額 3,676 

法人税等の支払額 △127,007 

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,833 

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 △629 

無形固定資産の取得による支出 △2,515 

その他 △907 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,053 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △77,186 

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,186 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,072 

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,427 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,519,354 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期会計期間（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。 

  

株主資本の金額は、利益剰余金の配当により77,724千円減少しております。 

なお、配当金は第26回定時株主総会（平成20年6月18日開催）において当社普通株式1株につき金3,600

円、総額77,724千円の決議によるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（1）中間損益計算書

前中間会計期間 
(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

 １ システムソリュー 
      ションサービス・ 
   ＢＰＯサービス収入

3,932,098

 ２ 商品売上高 21,515 3,953,614 100.0

Ⅱ 売上原価 3,546,582 89.7

   売上総利益 407,032 10.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 248,543 6.3

   営業利益 158,488 4.0

Ⅳ 営業外収益 2,136 0.0

Ⅴ 営業外費用 9,361 0.2

   経常利益 151,263 3.8

Ⅵ 特別利益 6,332 0.2

   税引前中間純利益 157,595 4.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

39,304

   法人税等調整額 27,939 67,244 1.7

   中間純利益 90,351 2.3
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（2）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間 
(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

   税引前中間純利益 157,595

   減価償却費 2,364

   株式交付費 2,360

   株式上場関連費用 7,000

   賞与引当金の増減額(△は減少額) 55,872

   役員賞与引当金の増減額(△は減少額) △ 14,500

   退職給付引当金の増減額(△は減少額) 4,087

   長期未払金の増減額(△は減少額) △ 9,507

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少額) 6,030

   前払費用の増減額(△は増加額) △ 10,522

   未収入金の増減額(△は増加額) △ 3,284

   貸倒引当金の増減額(△は減少額) △ 2,282

   受取利息及び受取配当金 △ 1,205

   有価証券利息 △ 840

   投資有価証券売却益 △ 4,050

   売上債権の増減額(△は増加額) 385,871

   たな卸資産の増減額(△は増加額) △ 5,298

   仕入債務の増減額(△は減少額) △ 104,736

   未払消費税等の増減額(△は減少額) △ 35,928

   未払金の増減額(△は減少額) △ 163,081

   前受金の増減額(△は減少額) 489

   預り金の増減額(△は減少額) 5,738

   未払費用の増減額(△は減少額) △ 8,570

   未払事業所税の増減額(△は減少額) △ 6,054

   未払法人税等（外形標準課税）の
   増減額(△は減少額)

5,381

   その他 △ 539

    小計 262,386

   利息及び配当金の受取額 2,038

   法人税等の支払額 △ 95,575

  営業活動によるキャッシュ・フロー 168,849

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 △ 717

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,850

   投資有価証券の売却による収入 5,900

   短期貸付金の増減額（△は増加額） △ 6,000

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,667

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 415,687

   配当金の支払額 △ 46,875

   株式上場関連費用の支出 △ 12,624

  財務活動によるキャッシュ・フロー 356,187

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 522,369

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,066,278

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,588,648
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当第２四半期会計期間における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリュ

ーションサービスのみで行っております。 
  

 
(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当第２四半期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) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

  
  

6. その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円）

システムソリューションサービス
587,518

合計
587,518

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 受注残高(千円)

システムソリューションサービス 531,215 658,095

ＢＰＯサービス 1,163,265 2,550,838

合計 1,694,480 3,208,933

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円)

システムソリューションサービス 594,999

ＢＰＯサービス 1,601,358

合計 2,196,358
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