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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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6月期第2四半期 2,770 ― 32 ― 19 ― 38 ―
20年6月期第2四半期 3,269 △1.6 △154 ― △149 ― △220 ―

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6月期第2四半期 157.94 ―
20年6月期第2四半期 △895.42 ―

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6月期第2四半期 4,831 4,011 83.0 16,256.64
20年6月期 5,133 4,082 79.5 16,542.17

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  4,011百万円 20年6月期  4,082百万円

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6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 500.00 500.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 5,284 △21.1 109 △73.9 108 △73.2 76 ― 311.76

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  

(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） 

(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.上記に記載した予想数値は、現時点での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。なお、上記予想に関する事項は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。 
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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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6月期第2四半期  263,400株 20年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  16,618株 20年6月期  16,618株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  246,782株 20年6月期第2四半期  246,782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 

    当社の企業集団は、当社、子会社３社で構成されており、ソフトウェアの開発、販売、保守とハードウ

ェアの販売を主な事業内容としています。 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日）においては、世界的

な金融危機の影響による国内経済の悪化が一層深刻化し、当社の主要な事業領域であるクレジットカード

や証券、金融の各業界においてもシステム投資が抑制され、事業環境はより厳しさを増しています。 

   このような状況ながら、当社においてはクレジットカード会社、証券会社、信託銀行等、既存の顧客を

中心にシステム開発案件の受注活動を積極的に展開しました。 

   その結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高 2,770 百万円（前年同四半期 3,269 百万）と

期初予想 2,561 百万円を上回ることとなりました。 

売上高は期初予想を上回ったものの、当会計期間に予想していた当社製証券情報配信「FACE」パッケー

ジの売上は当第３四半期連結会計期間以降に延期となり、セキュリティシステム業務においても同様に予

定されていた一部の案件が延期されました。 

自社製システムパッケージやセキュリティシステム業務の売上高の変動は、当社の利益額に及ぼす影響

が大きいため、経常利益 19 百万円（前年同四半期△149 百万円）、四半期純利益 38 百万円（前年同四半期

△220 百万円）と、期初の経常利益予想 209 百万円、四半期純利益予想 119 百万円をそれぞれ下回ること

となりました。 

 

    当第２四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

     カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びに「NET+１」パッケージ販売や ASP サービス提供、ハードウェア販

売等により、当第２四半期連結累計期間の売上高は 1,630 百万円（前年同四半期 2,397 百万円）、営業利

益は 529 百万円（前年同四半期 674 百万円）となりました。 

 

・システムソリューション業務 

     システムソリューション業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社、証券会社、

信託銀行等からのシステム開発受託及びシステム保守並びにクレジット決済ネットワーク接続パッケー

ジ「FEXICS」販売等により当第２四半期連結累計期間の売上高は 785 百万円（前年同四半期 613 百万円）、

営業利益は 38 百万円（前年同四半期３百万円）となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

     セキュリティシステム業務においては、内部情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセ

キュリティ製品の販売等により当第２四半期連結累計期間の売上高は 354 百万円（前年同四半期 258 百

万円）、営業損失は 196 百万円（前年同四半期営業損失 528 百万円）となりました。 

 

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 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し、4,831

百万円となりました。これは主に、現金及び預金 107 百万円、受取手形及び売掛金 232 百万円の減少に

よるものであります。 

 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 232 百万円減少し、819

百万円となりました。これは主に、未払法人税等 76 百万円及び事業所閉鎖損失引当金 85 百万円の減少

によるものであります。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 70 百万円減少し、  
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4,011 百万円となりました。これは主に、利益剰余金 84 百万円の減少によるものであります。 

 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,425 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて、106 百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

    当第２四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、79 百万円の収入となり

ました。これは主に、事業所閉鎖損失引当金の減少額 85 百万円がありましたが、売掛債権の減少額 216

百万円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期連結累計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、68 百万円の支出となり

ました。これは主に、敷金保証金の返金による収入 32 百万円がありましたが、投資有価証券の取得額 10

百万円、有形固定資産取得額 34 百万円及び無形固定資産取得額 40 百万円があったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期連結累計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、121 百万円の支出となり

ました。これは、配当金の支払による 121 百万円の支出があったためであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   経営環境等を勘案して通期の業績の見直しを行い、平成 20 年８月 19 日発表の予想を修正いたしました。

詳細は、平成 21 年２月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 ※上記の予想は、現時点での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、予想数値と異なる場合があります。 

 

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 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② 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、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。 

  ③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（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 

    会計処理基準に関する事項の変更 

  ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

    「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１四半期連結会計期間から適用しております。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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  ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   「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。 

    これに伴う、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

  ③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

    「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

    これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響はありません。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



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12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,427,648 1,534,841

受取手形及び売掛金 882,472 1,115,032

たな卸資産 339,104 313,680

その他 350,697 371,087

貸倒引当金 △11,700 △14,710

流動資産合計 2,988,221 3,319,932

固定資産   

有形固定資産 424,581 418,290

無形固定資産 173,091 159,618

投資その他の資産   

投資有価証券 581,743 533,335

その他 762,896 830,435

貸倒引当金 △99,260 △127,768

投資その他の資産合計 1,245,379 1,236,002

固定資産合計 1,843,052 1,813,911

資産合計 4,831,274 5,133,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 285,159 324,191

未払法人税等 29,058 105,242

賞与引当金 2,807 －

役員賞与引当金 9,698 10,954

受注損失引当金 － 7,500

事業所閉鎖損失引当金 － 85,790

その他 288,571 372,285

流動負債合計 615,295 905,963

固定負債   

退職給付引当金 153,328 98,352

役員退職慰労引当金 49,057 46,617

その他 1,744 600

固定負債合計 204,131 145,569

負債合計 819,426 1,051,533

－ 5 －



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 568,778 568,778

利益剰余金 3,847,140 3,931,555

自己株式 △1,280,609 △1,280,609

株主資本合計 3,979,058 4,063,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,922 44,056

為替換算調整勘定 △26,134 △25,220

評価・換算差額等合計 32,788 18,836

純資産合計 4,011,847 4,082,310

負債純資産合計 4,831,274 5,133,844

－ 6 －



(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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,770,619

売上原価 1,801,697

売上総利益 968,921

販売費及び一般管理費 936,784

営業利益 32,137

営業外収益  

受取利息 1,861

受取配当金 370

その他 3,914

営業外収益合計 6,145

営業外費用  

コミットメントフィー 2,738

為替差損 15,546

その他 652

営業外費用合計 18,936

経常利益 19,345

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,950

匿名組合投資利益 16,337

事務所閉鎖損失引当金戻入益 42,610

特別利益合計 68,898

特別損失  

過年度退職給付費用 13,021

その他 6,117

特別損失合計 19,139

税金等調整前四半期純利益 69,104

法人税、住民税及び事業税 381

法人税等調整額 29,746

法人税等合計 30,128

四半期純利益 38,976

－ 7 －



(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７月１日 
 至 平成20年12月31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 69,104

減価償却費 43,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31,518

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,807

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,255

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △85,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,976

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,440

受取利息及び受取配当金 △2,231

コミットメントフィー 2,738

匿名組合投資損益（△は益） △16,337

投資有価証券評価損益（△は益） 3,718

売上債権の増減額（△は増加） 216,185

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,423

仕入債務の増減額（△は減少） △41,760

その他 △36,727

小計 147,352

利息及び配当金の受取額 1,781

コミットメントフィーの支払額 △2,193

法人税等の支払額 △67,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,874

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △10,730

有形固定資産の取得による支出 △34,407

無形固定資産の取得による支出 △40,619

敷金及び保証金の差入による支出 △12,718

敷金及び保証金の回収による収入 32,146

保険積立金の積立による支出 △9,032

その他 6,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,381

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △121,340

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,873

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,425,946

－ 8 －
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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 

  ａ．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７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益   

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
1,630,412 785,998 354,208 2,770,619 ― 2,770,619

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 1,630,412 785,998 354,208 2,770,619 ― 2,770,619

営業利益又は営業損失(△) 529,243 38,642 △196,788 371,097 （338,960) 32,137

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム「FACE」製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 

 

  ｂ．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７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  ｃ．海外売上高 

    当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

    海外売上高は、いずれも連結売上高の 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 

    当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

    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７月１日 

至 平成19年12月31日） 科 目 

金 額（千円） 百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 3,269,509 100.0

Ⅱ 売上原価 2,419,014 74.0

   売上総利益 850,494 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,004,837 30.7

   営業損失 154,343 △4.7

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 6,313

 ２ 受取配当金 370

 ３ 持分法による投資利益 2,236

 ４ 補助金収入 2,656

 ５ その他 5,766 17,343 0.5

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 694

 ２ コミットメントフィー 3,481

 ３ 為替差損 7,692

 ４ その他 630 12,498 0.4

   経常損失 149,498 △4.6

Ⅵ 特別利益 

  匿名組合投資利益 13,023 13,023 0.4

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 548

 ２ 減損損失 74,139

 ３ ソフトウェア臨時償却費 63,608

 ４ 持分変動損失 5,018 143,314 4.4

   税金等調整前中間純損失 279,790 △8.6

   法人税、住民税及び事業税 781

   法人税等調整額 △12,994 △12,213 △0.4

   少数株主損失 46,602 1.4

   中間純損失 220,974 △6.8
 

 

 

 

 




