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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 9,674 ― △277 ― △299 ― △187 ―

20年3月期第2四半期 9,930 12.3 143 ― 157 219.9 53 207.4

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 △16.27 ―

20年3月期第2四半期 4.65 ―

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 14,648 7,857 53.6 680.53
20年3月期 15,455 8,118 52.5 705.76

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,857百万円 20年3月期  8,118百万円

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 21,500 2.6 360 1.9 360 20.7 210 82.8 18.23

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、4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) 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、4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、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、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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。  

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  11,793,600株 20年3月期  11,793,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  246,994株 20年3月期  291,030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  11,536,778株 20年3月期第2四半期  11,500,311株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の

減速や金融資本市場の混乱、原油高に起因する原材料などの価格高騰等による企業収益の圧迫など、景

気の先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 情報サービス産業の事業環境におきましては、大企業におけるコンプライアンスや内部統制対策、基

幹システム統合／再構築、セキュリティ機能の拡充などＩＴ投資は底堅く推移しておりますが、企業収

益の減少による新規投資の先送りや減少等の抑制傾向も現われつつあり、経営環境は厳しさを増してき

ております。 

 このような環境下、当社グループは、地域を軸とした顧客基盤の拡大・深耕を図ると共に、様々な情

報サービス分野におけるソリューションベンダーとのアライアンスを図るなど売上の拡大に注力いたし

ました。また、ＡＳＰやアウトソーシング、様々な運用監視サポートなどサービス事業の拡大と品質管

理の徹底、生産性の向上に努めてまいりました。しかしながら、前年度の業績を押し上げた金融業向け

業務開発などの受注の落ち込みを他の業種向け開発で充分にカバーしきれず、さらに、中堅中小企業向

けビジネスにおいて、景気の不透明感からＩＴ投資に慎重になる企業が増加、契約締結までの交渉が長

期化し、当初予想の売上を確保するには至りませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は96億74百万円と、前年同期に比べ2.6％の減収とな

りました。また、利益面につきましては、前年度から継続するプロジェクトにおいて、開発システムの

機能・性能面に対する顧客との認識の差異や仕様決定時に想定しえない事象などの問題の解決に要した

追加工数が当初想定外の原価増大につながり、営業損失は２億77百万円（前年同期は営業利益１億43百

万円）に、経常損失は２億99百万円（前年同期は経常利益１億57百万円）に、四半期純損失は１億87百

万円（前年同期は四半期純利益53百万円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の事業品目別の概況は次の通りです。 
  

システム開発の売上高では、運輸業や医療などの事業向けシステム開発で売上を伸ばすことができ

ましたが、自治体、通信、金融業に対する売上が前年同時期に比べ落ち込みました。その結果、当第

２四半期連結累計期間のシステム開発売上高は、55億28百万円(前年同期比8.6％減)となりました。 
  

サービスの売上につきましては、ＡＳＰなどのストックビジネスをはじめ、ソフトウェア保守サー

ビス、ＳＩ運用支援サービスなど顧客支援サービスが増加したことから、売上高は21億５百万円（前

年同期比19.3％増）となりました。 

 また、ハードウェア保守の売上につきましては、５億47百万円（前年同期比0.2％減）となりまし

た。その結果、当第２四半期連結累計期間のサービス売上高は、26億53百万円（前年同期比14.7％

増）となりました。 
  

システム機器等販売の売上高は、中堅・中小企業においてシステム機器購入時期の繰延べ、計画の

見直しが目立ちました。その結果、当第２四半期連結累計期間のシステム機器等販売売上高は、14億

93百万円（前年同期比4.9％減）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

＜システム開発＞

＜サービス＞

＜システム機器等販売＞
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（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は146億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億

７百万円減少いたしました。流動資産は100億95百万円となり、７億96百万円減少いたしました。主な

要因は、受取手形及び売掛金の減少（10億51百万円）、仕掛品の増加（89百万円）、繰延税金資産の増

加（72百万円）等であります。固定資産は45億53百万円となり、著しい変動はありませんでした。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は67億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億

46百万円減少いたしました。流動負債は37億87百万円となり、６億６百万円減少いたしました。主な要

因は、未払金の減少（３億71百万円）、未払法人税等の減少（１億88百万円）等であります。固定負債

は30億３百万円となり、60百万円増加いたしました。主な要因は、社債の減少（90百万円）、長期借入

金の増加（１億円）、長期未払金の増加（94百万円）等であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は78億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億60百万円減少いたしました。主な要因は、第２四半期連結累計期間において四半期純損失の計上（１

億87百万円）、配当金の支払（92百万円）等であります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度

末の52.5%から53.6%となりました。 

  

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、前連結会計年

度末より69百万円減少し、31億63百万円となりました。 

 なお、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

です。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は64百万円となりました。主な要因は、売上債権の減少（10億90百万

円）等による収入に対して、税金等調整前四半期純損失の計上（２億99百万円）、たな卸資産の増加

（１億42百万円）及び仕入債務の減少（４億７百万円）等の支出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５百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却（１億２百

万円）による収入に対して、定期預金の預入による支出（30百万円）等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） 

財務活動の結果獲得した資金は0.6百万円となりました。主な要因は、長期借入金の借入（２億20百

万円）等の収入に対して、長期借入金の約定弁済（１億30百万円）及び社債の償還（90百万円）等の支

出によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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今後の経済状況につきましては、欧米における金融危機の深刻化や株式・為替市場の大幅な変動などの

影響により、景気の一層の下振れが懸念されます。 

 情報サービス業界におきましては、企業収益悪化に伴うＩＴ関連投資の抑制傾向が見られる中において

も、業績の維持・向上に向け、企業の業種・業態を問わずＩＴを活用して経営課題の解決を図ることが強

く求められることが予想されます。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、引き続き地域を基軸とした顧客基盤の拡大・深耕

及びアライアンスの強化など売上の拡大に注力してまいります。さらに、ネットワークシステムの運用・

保守、障害監視など新たなサービスの創出によりサービス事業の拡大を図り、売上の拡大と共に収益性の

向上に努めてまいります。また、上期の反省を踏まえ、ＰＭＯ推進室による受注審査・見積審査の実施や

プロジェクト管理体制の整備、開発管理力・営業力の強化によるプロジェクトコストの適正化と受注等契

約条件の明確化の推進、オフショア開発の拡大によるプロジェクトコストの削減など、収益性の早期改

善・向上に努めてまいります。 

 以上により、現時点での平成21年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高215億円、営業利益

３億60百万円、経常利益３億60百万円、当期純利益２億10百万円を計画しております。 

  
  

該当事項はありません。 
    

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却費の額を期

間按分して算定しております。 

なお、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
    

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「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１四半期連結会計期間より適用し、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。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間において、これによる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の適用 

 「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第16号）を第１四半期連結

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２四半期連結累計期間において、従来の方法によった場合に比べて、損益に与え

る影響は軽微であります。 

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 3,193,589 3,233,208

受取手形及び売掛金 5,140,940 6,191,998

商品 264,581 210,882

仕掛品 831,983 742,915

繰延税金資産 459,305 386,633

その他 211,699 127,910

貸倒引当金 △6,456 △1,742

流動資産合計 10,095,644 10,891,807

固定資産

有形固定資産

土地 222,627 222,627

その他（純額） 176,313 117,924

有形固定資産合計 398,940 340,552

無形固定資産 59,544 59,328

投資その他の資産

投資有価証券 1,354,134 1,482,584

繰延税金資産 1,119,897 1,079,121

差入保証金 433,332 423,527

その他 1,276,298 1,251,256

貸倒引当金 △88,992 △72,358

投資その他の資産合計 4,094,671 4,164,130

固定資産合計 4,553,156 4,564,010

資産合計 14,648,800 15,455,818
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（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)

負債の部

流動負債 

支払手形及び買掛金 511,657 568,386

短期借入金 375,000 295,000

1年内返済予定の長期借入金 210,000 220,000

1年内償還予定の社債 580,000 580,000

未払金 1,276,229 1,647,312

未払法人税等 31,423 219,681

賞与引当金 428,096 570,400

その他 375,180 293,638

流動負債合計 3,787,586 4,394,418

固定負債

社債 300,000 390,000

長期借入金 285,000 185,000

退職給付引当金 2,226,585 2,273,491

役員退職慰労引当金 39,300 36,850

長期未払金 152,551 58,043

固定負債合計 3,003,436 2,943,384

負債合計 6,791,023 7,337,803

純資産の部

株主資本

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 4,050,279 4,055,740

利益剰余金 149,115 428,879

自己株式 △94,607 △112,782

株主資本合計 7,879,887 8,146,937

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,338 △39,838

為替換算調整勘定 10,227 10,916

評価・換算差額等合計 △22,110 △28,921

純資産合計 7,857,776 8,118,015

負債純資産合計 14,648,800 15,455,818
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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 9,674,985

売上原価 7,927,400

売上総利益 1,747,585

販売費及び一般管理費 2,025,410

営業損失（△） △277,825

営業外収益

受取利息 16,524

受取配当金 9,206

仕入割引 7,489

有価証券売却益 250

保険配当金 7,419

その他 3,679

営業外収益合計 44,569

営業外費用

支払利息 13,126

有価証券評価損 42,293

その他 11,040

営業外費用合計 66,459

経常損失（△） △299,715

税金等調整前四半期純損失（△） △299,715

法人税、住民税及び事業税 6,602

法人税等調整額 △118,574

法人税等合計 △111,972

四半期純損失（△） △187,743
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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損失（△） △299,715

減価償却費 21,635

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,450

賞与引当金の増減額（△は減少） △142,304

受取利息及び受取配当金 △25,730

仕入割引 △7,489

支払利息 13,126

投資有価証券評価損益（△は益） 42,293

投資有価証券売却損益（△は益） △250

売上債権の増減額（△は増加） 1,090,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,766

仕入債務の増減額（△は減少） △407,747

未払金の増減額（△は減少） 75,587

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,733

その他 △725

小計 109,377

利息及び配当金の受取額 25,145

仕入割引の受取額 7,313

利息の支払額 △13,372

法人税等の支払額 △192,666

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,201

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 △30,000

投資有価証券の取得による支出 △4,433

投資有価証券の売却による収入 102,000

有形固定資産の取得による支出 △14,040

無形固定資産の取得による支出 △5,332

その他 △54,003

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,809

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） 80,000

長期借入れによる収入 220,000

長期借入金の返済による支出 △130,000

社債の償還による支出 △90,000

配当金の支払額 △92,020

その他 12,714

財務活動によるキャッシュ・フロー 693

現金及び現金同等物に係る換算差額 △301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,618

現金及び現金同等物の期首残高 3,233,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,163,589
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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） 

当社グループはソフトウェア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連

機器及びソフトウェア開発の両面を事業分野としております。 

顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウェア開発を事業内容としており不可

分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 
  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 

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） 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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(単位：千円) 

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

科   目

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）

金 額

 Ⅰ 売 上 高 9,930,447

 Ⅱ 売 上 原 価 7,849,606

    売 上 総 利 益 2,080,840

 Ⅲ  販売費及び一般管理費 1,937,327

    営 業 利 益 143,513

 Ⅳ 営 業 外 収 益 80,526

 Ⅴ 営 業 外 費 用 66,313

    経 常 利 益 157,726

 Ⅵ 特 別 損 失 41,272

    税金等調整前中間純利益 116,453

    法人税、住民税及び事業税 36,603

    法 人 税 等 調 整 額 26,391

    中 間 純 利 益 53,458

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(単位：千円) 

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

科  目

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）

金 額

 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 116,453

   減価償却費 22,925

   退職給付引当金の増減額（減少：△） 83,322

   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △ 59,950

   賞与引当金の増減額（減少：△） 7,477

   受取利息及び受取配当金 △ 52,239

   仕入割引 △ 8,701

   支払利息 16,871

   投資有価証券評価損益 40,824

   投資有価証券売却損益 △ 5,478

   売上債権の増減額（増加：△） 743,496

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 366,406

   仕入債務の増減額（減少：△） △ 344,235

   未払金の増減額（減少：△） 21,108

   未払消費税等の増減額（減少：△） △ 13,690

   その他 47,045

小   計 248,823

   利息及び配当金の受取額 47,798

   仕入割引の受取額 9,515

   利息の支払額 △ 16,878

   法人税等の支払額（△） △ 83,990

    営業活動によるキャッシュ・フロー 205,267

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 436,905

   有価証券の取得による支出 △ 590,889

   有価証券の売却等による収入 330,106

   投資有価証券の取得による支出 △ 464,494

   投資有価証券の売却等による収入 267,883

   有形固定資産の取得による支出 △ 2,844

   有形固定資産の売却による収入 174,065

   無形固定資産の取得による支出 △ 9,808

   その他 △ 2,484

    投資活動によるキャッシュ・フロー 138,438

 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（減少：△） △ 50,000

   長期借入金の返済による支出 △ 110,000

   社債の償還による支出 △ 290,000

   配当金の支払額 △ 91,966

   その他 2,278

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 539,688

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,018

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 194,963

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,411,939

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,216,975

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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