
平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成20年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 プロシップ 上場取引所 JQ 
コード番号 3763 URL http://www.proship.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川久保 真由美

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 車田 和義 TEL 03-5209-3221

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

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 1,750 ― 271 ― 286 ― 157 ―

20年3月期第2四半期 1,541 49.1 685 543.2 696 515.2 399 409.8

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 42.00 41.90
20年3月期第2四半期 106.88 106.59

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 4,517 3,531 77.2 931.54
20年3月期 4,955 3,625 72.6 960.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,489百万円 20年3月期  3,598百万円

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 ― 70.00 70.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 60.00 60.00

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 4,800 32.9 1,190 △5.3 1,200 △6.3 696 △3.8 185.15

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  

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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。  

(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、2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 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  3,746,000株 20年3月期  3,746,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10株 20年3月期  10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  3,745,990株 20年3月期第2四半期  3,741,258株

※ 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、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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
2.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。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融市場の混乱等を背景に、景気の減速感が強

　まっております。

  　情報サービス産業におきましては、企業の情報システム投資に対する不透明感が出ているものの、制度改正・

　環境変更に対応するための高度な情報システム構築ニーズは続いております。

　　このような状況のもと、当社は平成20年４月１日以降開始する事業年度より強制適用されたリース会計基準の

　変更（リースオンバランス化）に、いち早く対応製品をリリースし、積極的な営業展開を行った結果、売上高

　1,750百万円となりました。一方、主力の固定資産システムにおいて、新バージョンリリース後の初期段階である

　ことから、開発作業のテンプレート化等の作業効率化策を進めているものの、開発作業に工数がかかったこと、

　販売管理システムにおいて不採算案件発生により、その赤字発生見込額を受注損失引当金として計上したことと、

　既存製品の機能強化及び、新製品開発のために、当初予定どおり研究開発費を計上したこと等から、営業利益　

　271百万円、経常利益286百万円、第２四半期純利益157百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　(1) 資産・負債・純資産の状況

　　　当第２四半期末における総資産は、売掛金及び仕掛品等の減少等から、前事業年度末に比べ438百万円減少

　　し、4,517百万円となりました。負債につきましては、法人税等の支払による未払法人税等の減少等から前事業

　　年度末に比べ343百万円減少し、986百万円となりました。

　 　なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事業年度末に比べ94百万円減

　　少し、3,531百万円となり、自己資本比率は77.2％となりました。

　(2) キャッシュ・フローの状況

　　 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,168百万円減

　　少し、1,077百万円となりました。

　（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195百万円となりました。これは、売上債権の回収や仕掛中であった案件の完成

　　による収入があったものの、前事業年度の法人税等の支払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1,103百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出によるもの

　　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259百万円となりました。これは主に、期末配当金の支払によるものでありま

　　す。

３．業績予想に関する定性的情報

　　　平成20年５月12日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。　

　　　

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

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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「法人税等」に含めて表示しております。

 

（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

　１．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。

　２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第１四半期会計
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　　　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９号）が適用されたことに伴い、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、この変更に伴う損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 3,298,115 3,469,091

売掛金 364,505 580,395

仕掛品 170,269 300,440

その他 130,827 107,881

流動資産合計 3,963,717 4,457,809

固定資産   

有形固定資産 40,224 40,379

無形固定資産   

ソフトウエア 230,932 171,288

その他 1,547 1,547

無形固定資産合計 232,479 172,835

投資その他の資産 280,921 284,683

固定資産合計 553,625 497,897

資産合計 4,517,343 4,955,707

負債の部   

流動負債   

買掛金 221,919 200,197

未払法人税等 127,138 450,332

賞与引当金 109,537 46,667

役員賞与引当金 18,750 64,000

受注損失引当金 38,242 32,764

その他 300,655 366,155

流動負債合計 816,242 1,160,117

固定負債   

退職給付引当金 57,955 55,649

役員退職慰労引当金 111,921 111,921

その他 － 2,225

固定負債合計 169,876 169,796

負債合計 986,119 1,329,913
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 429,200 429,200

資本剰余金 394,800 394,800

利益剰余金 2,668,459 2,773,334

自己株式 △22 △22

株主資本合計 3,492,437 3,597,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,896 1,638

評価・換算差額等合計 △2,896 1,638

新株予約権 41,683 26,842

純資産合計 3,531,224 3,625,793

負債純資産合計 4,517,343 4,955,707
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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 1,750,306

売上原価 1,042,486

売上総利益 707,820

販売費及び一般管理費 436,431

営業利益 271,388

営業外収益  

受取利息 6,196

匿名組合投資利益 6,169

受取手数料 1,950

その他 711

営業外収益合計 15,027

営業外費用  

支払利息 53

営業外費用合計 53

経常利益 286,363

特別損失  

固定資産除売却損 96

特別損失合計 96

税引前四半期純利益 286,266

法人税等 128,922

四半期純利益 157,344
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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 286,266

減価償却費 46,542

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,870

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,305

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,477

受取利息及び受取配当金 △6,317

売上債権の増減額（△は増加） 215,890

たな卸資産の増減額（△は増加） 130,494

仕入債務の増減額（△は減少） 18,337

前受金の増減額（△は減少） 45,869

その他 △120,023

小計 642,463

利息及び配当金の受取額 5,269

利息の支払額 △53

法人税等の支払額 △452,493

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,185

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △997,102

有形固定資産の取得による支出 △12,719

無形固定資産の取得による支出 △93,165

その他 △538

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,103,525

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △259,739

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,168,079

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,210
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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。

（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。
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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  1,541,442 100.0

Ⅱ　売上原価  541,386 35.1

売上総利益  1,000,055 64.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  314,232 20.4

営業利益  685,823 44.5

Ⅳ　営業外収益  11,031 0.7

Ⅴ　営業外費用  54 0.0

経常利益  696,800 45.2

税引前中間純利益  696,800 45.2

法人税、住民税及び事業税 344,231   

法人税等調整額 △47,312 296,919 19.3

中間純利益  399,881 25.9
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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 696,800

減価償却費 47,740

賞与引当金の増加額　 80,666

役員賞与引当金の増加額　 3,750

退職給付引当金の増加額 334

株式報酬費用 9,787

受取利息及び受取配当金 △3,815

匿名組合投資収益 △5,188

売上債権の減少額 207,521

たな卸資産の増加額 △287,412

仕入債務の増加額 72,719

長期前払費用の減少額 986

その他 25,143

小計 849,032

利息及び配当金の受取額 1,570

利息の支払額 △54

法人税等の支払額 △184,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 665,577

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出　 △429,635

有形固定資産の取得による支出　 △22,408

無形固定資産の取得による支出 △105,678

敷金保証金の取得による支出 △14,396

保険積立金の積立による支出 △723

その他 △96

投資活動によるキャッシュ・フロー △572,938

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額　 △148,176

株式の発行による収入　 13,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,126

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △42,487

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,142,570

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,100,083
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６．その他の情報

　(１) 受注及び販売の状況

　     ① 受注状況

品目別

当四半期

（平成21年３月期 第２四半期）

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 1,153,607 72.8 912,984 54.9

 保守 276,732 124.1 260,794 139.7

 受託開発 85,491 61.5 600 8.7

 運用管理等 97,972 105.0 529 21.0

 合計 1,613,803 79.1 1,174,908 63.2

   （注）１．金額は販売価額によっております。

　　　　 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　       ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおります。

　       ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。

 

　　③販売実績

品目別

当四半期

（平成21年３月期 第２四半期）

売上高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 1,331,402 118.1

 保守 236,089 123.6

 受託開発 84,891 64.2

 運用管理等 97,924 107.8

 合計 1,750,306 113.5

　 (注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　      ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。
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