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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 6,892 ― 538 ― 564 ― 329 ―

20年3月期第2四半期 6,431 7.1 511 24.6 548 29.8 293 19.1

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 47.70 ―

20年3月期第2四半期 41.88 ―

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 8,997 6,390 71.0 958.57
20年3月期 9,451 6,476 68.5 929.72

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,386百万円 20年3月期  6,473百万円

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 ― 23.00 23.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

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 14,100 4.8 1,220 △6.2 1,250 △8.4 740 1.3 111.06

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）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。  

(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．平成20年５月15日に公表しました連結業績予想を修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【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」をご覧ください。 
３．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。  

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  7,636,368株 20年3月期  7,636,368株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  973,361株 20年3月期  673,280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  6,902,401株 20年3月期第2四半期  7,011,714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我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発し世界的規模へと拡大

した金融市場の混乱や、急速な円高、原油や原材料の高騰を受け企業収益が悪化し、個人消費も冷え込むなど、国

内の景気は減速傾向が強まっております。

  当社グループが属する情報サービス業界におきましても、投資規模の縮小や投資時期の見直しが検討されるなど、

ＩＴ投資に対する顧客の慎重な姿勢が一段と強まり、価格面においても企業間競争により厳しい状況が続いており

ます。 

　このような状況の中、当社グループは、新規ユーザーの開拓や既存ユーザーからの受注拡大に取り組むとともに、

原価低減、プロジェクト管理の徹底と技術力の強化に努めてまいりました。  

　以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,892百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益につきましては538

百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益につきましては564百万円（前年同期比2.9％増）、四半期純利益につきま

しては329百万円（前年同期比12.1％増）となりました。

　（文中の前年同期比率については参考として記載しております。）

　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

（イ）システムコア開発事業　

　半導体設計業務等は弱含みながらも比較的堅調に推移しましたが、収益率の高い組込みソフトウェア開発業務

において受注が減少するなど、売上高は2,329百万円、営業利益は600百万円と前年同期を下回る結果となりまし

た。

（ロ）アプリケーションソフトウェア開発事業　

　受託ソフトウェア開発が総じて堅調に推移したことと、プロジェクト管理の徹底等により収益性の改善に取り

組んだ結果、売上高は1,755百万円、営業利益は284百万円となり、収益率は徐々に改善されつつあります。

（ハ）ネットワークサポート事業　

　ネットワーク市場の拡大やアウトソーシング需要の高まりにより、ネットワークシステムの構築支援、運用・

保守サービス業務及びサポートセンター業務などはいずれも堅調で、売上高は2,318百万円、営業利益は393百万

円となりましたが、プロジェクト切替時の待機期間がやや増加傾向にあり利益率が若干低下しております。

（ニ）情報処理事業等　

　医療機関におけるレセプトの電子化促進などの影響により、情報処理業務の市場は縮小傾向にありますが、健

康保険組合や地方自治体のデータエントリー業務及びオペレーター派遣業務といった分野へのシフトをすすめて

おり、売上高は488百万円、営業利益は28百万円と堅調に推移しております。

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、前連結会計年度末に比べ453百万円減少し8,997百万円となりました。

これは主に、資産では現金及び預金の減少300百万円、負債では未払法人税等の減少219百万円によるものでありま

す。

　また、純資産は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し6,390百万円となりました。これは主に利益剰余金の増

加169百万円と自己株式を取得したことによる減少216百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計期間末の68.5％から71.0％となっております。

（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、前連結会計年度末に

比べ300百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,907百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。　

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）　

　営業活動の結果得られた資金は106百万円となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益（564百万円）

による収入の増加要因があった一方、法人税等の支払（450百万円）の減少要因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・フローの状況）　

　投資活動の結果使用した資金は32百万円となりましたが、これは主に有形固定資産の取得による支出（15百万

円）、無形固定資産の取得による支出（22百万円）によるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）　

　財務活動の結果使用した資金は375百万円となりましたが、これは主に自己株式の取得による支出（216百万円）

及び配当金の支払（158百万円）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

　予想以上の景気悪化を勘案し、平成21年３月期通期業績予想値を修正しております。 

　世界経済減速の影響を受け、今後、国内景気の先行きは厳しい状況が見込まれ、顧客企業のＩＴ投資も計画の凍

結、規模縮小、先送りといった検討が進んでおります。当社グループの当第２四半期累計期間までの業績はほぼ予

定通り推移してまいりましたが、第３四半期以降は国内景気のさらなる悪化も予測されており、現時点で通期業績

の前提となった状況を確認し見直した結果、当初の通期業績目標の達成は難しいとの判断となり、通期（連結・個

別）業績予想を修正いたしました。

　　詳細は、本日（平成20年11月10日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

　税金費用については、当第２四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

　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。
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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 3,107,364 3,408,258

受取手形及び売掛金 2,479,624 2,490,187

商品 1,031 1,079

仕掛品 140,410 115,431

その他 706,816 809,342

貸倒引当金 △3,980 △4,285

流動資産合計 6,431,267 6,820,013

固定資産   

有形固定資産 787,437 795,536

無形固定資産 76,780 80,327

投資その他の資産   

投資有価証券 1,021,666 1,100,222

その他 681,841 659,164

貸倒引当金 △1,000 △3,700

投資その他の資産合計 1,702,507 1,755,687

固定資産合計 2,566,725 2,631,550

資産合計 8,997,992 9,451,564

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,463 111,902

短期借入金 80,000 80,000

未払法人税等 243,393 463,155

賞与引当金 862,800 935,000

その他 707,278 743,064

流動負債合計 1,976,935 2,333,122

固定負債   

退職給付引当金 388,151 390,706

役員退職慰労引当金 242,432 250,800

固定負債合計 630,584 641,507

負債合計 2,607,520 2,974,629

                



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 3,855,557 3,686,435

自己株式 △481,633 △265,273

株主資本合計 6,459,389 6,506,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72,439 △32,898

評価・換算差額等合計 △72,439 △32,898

少数株主持分 3,522 3,206

純資産合計 6,390,472 6,476,934

負債純資産合計 8,997,992 9,451,564

                



（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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

売上高 6,892,211

売上原価 5,355,663

売上総利益 1,536,548

販売費及び一般管理費  

役員報酬 95,694

給料及び手当 194,568

賞与引当金繰入額 38,787

退職給付費用 3,033

役員退職慰労引当金繰入額 21,778

減価償却費 31,564

募集費 154,468

その他 458,456

販売費及び一般管理費合計 998,351

営業利益 538,197

営業外収益  

受取利息 3,727

受取配当金 18,888

その他 5,538

営業外収益合計 28,154

営業外費用  

支払利息 1,402

その他 504

営業外費用合計 1,907

経常利益 564,444

特別利益  

貸倒引当金戻入額 509

特別利益合計 509

特別損失  

固定資産除却損 534

特別損失合計 534

税金等調整前四半期純利益 564,418

法人税等 234,829

少数株主利益 316

四半期純利益 329,273

                



（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 
(平成20年７月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

売上高 3,702,587

売上原価 2,843,794

売上総利益 858,793

販売費及び一般管理費  

役員報酬 48,937

給料及び手当 81,689

賞与引当金繰入額 20,072

退職給付費用 1,579

役員退職慰労引当金繰入額 16,981

減価償却費 16,203

募集費 68,733

その他 208,071

販売費及び一般管理費合計 462,267

営業利益 396,525

営業外収益  

受取利息 3,719

受取配当金 8,542

その他 2,861

営業外収益合計 15,122

営業外費用  

支払利息 279

その他 495

営業外費用合計 775

経常利益 410,873

特別利益  

貸倒引当金戻入額 528

特別利益合計 528

特別損失  

固定資産除却損 534

特別損失合計 534

税金等調整前四半期純利益 410,866

法人税等 171,883

少数株主利益 183

四半期純利益 238,799

                



（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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

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 564,418

減価償却費 49,934

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,005

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,368

受取利息及び受取配当金 △22,616

支払利息 1,402

有形固定資産除売却損益（△は益） 534

売上債権の増減額（△は増加） 10,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,405

仕入債務の増減額（△は減少） △28,439

その他 72,161

小計 536,425

利息及び配当金の受取額 22,534

利息の支払額 △1,464

法人税等の支払額 △450,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,858

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 △15,734

無形固定資産の取得による支出 △22,216

その他 5,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,547

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 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △216,359

配当金の支払額 △158,845

財務活動によるキャッシュ・フロー △375,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300,893

現金及び現金同等物の期首残高 3,208,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,907,364

                



　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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）
外部顧客に対する売

上高
1,284,025 951,748 1,224,414 242,399 3,702,587 － 3,702,587

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 7,803 12,399 2,740 22,943 (22,943) －

計 1,284,025 959,551 1,236,813 245,139 3,725,530 (22,943) 3,702,587

営業利益 337,749 176,816 217,479 16,249 748,294 (351,768) 396,525

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日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）
外部顧客に対する売

上高
2,329,916 1,755,812 2,318,366 488,116 6,892,211 － 6,892,211

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 14,403 21,218 3,496 39,118 (39,118) －

計 2,329,916 1,770,215 2,339,584 491,613 6,931,329 (39,118) 6,892,211

営業利益 600,306 284,608 393,608 28,671 1,307,195 (768,998) 538,197

　（注）１．事業の区分

事業はサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス・製品等の名称

システムコア開発事業 ………ＬＳＩ開発・設計、ハードウェアのシステム設計、組込みソフトウェア開発

アプリケーションソフ

トウェア開発事業
………

パッケージソフトウェアの開発、アプリケーションソフトウェアの受託開発、

ＣＡＤシステム開発、Ｗｅｂシステム開発

ネットワークサポート

事業
………

通信・コンピューター関連システムの構築・現地調整・運用・保守、ＣＡＤ

システムの運用管理、サポートセンター業務

情報処理事業等 ………データエントリー業務、オペレーター派遣業務、介護・福祉サービス等
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〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第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日まで）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第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日まで）

　　海外売上高は、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。
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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

（平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,431,130 100

Ⅱ　売上原価 4,946,635 76.9

売上総利益 1,484,495 23.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 2,926

２．役員報酬 91,915

３．給料及び手当 191,962

４．賞与引当金繰入額 41,510

５．退職給付費用 2,640

６．役員退職慰労引当金繰入額 11,569

７．減価償却費 32,438

８．募集費 136,329

９．その他 461,625 972,917 15.1

営業利益 511,578 8.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3,020

２．受取配当金 29,667

３．その他 7,102 39,790 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,014

２．保険積立解約損 1,337

３．その他 273 2,624 0.0

経常利益 548,744 8.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 355

２．投資有価証券売却益 24,301 24,656 0.4

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 2,674

２．投資有価証券評価損 30,240 32,915 0.5

税金等調整前中間純利益 540,485 8.4

法人税、住民税及び事業税 248,100

法人税等調整額 △1,321 246,779 3.8

少数株主利益 66 0.0

中間純利益 293,640 4.6
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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

（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）

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 540,485

減価償却費 58,318

貸倒引当金の増加額 2,926

賞与引当金の増加額 51,000

退職給付引当金の増加額 13,603

役員退職慰労引当金の
増加額

8,279

受取利息及び受取配当金 △32,687

支払利息 1,014

有形固定資産売却益 △355

有形固定資産売却除却損 2,674

投資有価証券売却益 △24,301

投資有価証券評価損 30,240

売上債権の増減額　　　
（増加は△）

309,555

たな卸資産の増減額　　　
（増加は△）

△4,244

仕入債務の減少額 △96,567

その他 25,416

小計 885,358

利息及び配当金の受取額 32,570

利息の支払額 △1,070

法人税等の支払額 △460,840

営業活動によるキャッシュ・
フロー

456,017

－ 4 －



前中間連結会計期間

（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）

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

△32,230

有形固定資産の売却による
収入

1,252

無形固定資産の取得による
支出

△2,442

その他 734

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△32,685

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 200,000

短期借入金の返済による
支出

△200,000

自己株式の取得による支出 △45,984

配当金の支払額 △139,049

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△185,034

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 238,297

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,599,726

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

2,838,024
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）
外部顧客に対する売

上高
2,372,074 1,664,964 1,899,649 494,441 6,431,130 － 6,431,130

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
615 10,896 23,234 － 34,746 (34,746) －

計 2,372,689 1,675,861 1,922,884 494,441 6,465,877 (34,746) 6,431,130

営業費用 1,673,830 1,506,044 1,587,374 475,785 5,243,034 676,518 5,919,552

営業利益 698,859 169,817 335,510 18,656 1,222,843 (711,264) 511,578

 

〔所在地別セグメント情報〕

　前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

　　海外売上高は、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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