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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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 ％

22年3月期第1四半期 2,264 ― △375 ― △376 ― △220 ―
21年3月期第1四半期 3,180 1.9 △273 ― △275 ― △165 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.24 ―
21年3月期第1四半期 △9.21 ―

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

22年3月期第1四半期 7,840 3,357 42.7 185.90
21年3月期 9,024 3,703 40.9 205.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,346百万円 21年3月期  3,690百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 7,100 ― △80 ― △100 ― △50 ― △2.78

通期 15,700 △10.9 280 △47.4 270 △48.5 140 △48.1 7.78
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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 
・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。 
・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、本資料の発表日において入手可能な情報およ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って大きく異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 18,000,000株 21年3月期  18,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  136株 21年3月期  136株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,999,864株 21年3月期第1四半期 17,999,904株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が大幅に悪化し、その影響を受けて設備
投資も大幅に減少しています。また、雇用情勢も厳しさを増す中で個人消費も弱まっております。その
一方で、輸出や生産等、一部では下げ止まりの兆しが見られつつありますが、景気は未だ不安定で先行
きが不透明な状況であります。 
当社グループの属する情報サービス業界でも、企業収益の悪化や個人消費低迷の影響を受け、遅行し

て悪化してきており、取引条件の悪化や新規投資抑制の長期化等の厳しい経営環境にあります。 
このような環境の中で、当社グループは、これまで取り組んできました事業構造、生産構造、財務構

造の３つの構造改革の効果をより強固な経営基盤にする施策を行っています。 
具体的には、これまでの「販売・生産」の分離体制から更に進化し「販売・技術・生産」の組織体制

に改め、各々の役割と責任を明確にして営業力・技術力・生産力の強化に努めています。特に、市場と
顧客を基点とした全事業を網羅した営業体制を整備し、マーケティング機能やソリューション提案力等
の営業支援体制の強化にも努め、全社一丸となって営業攻勢に努めています。 
当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は22億64百万円（対前年同四半期比28.8%減）、営業損

失3億75百万円、経常損失3億76百万円、四半期純損失2億20百万円となりました。 
なお、わが国の多数の企業が事業年度を４月から３月までと定めているため、システムの導入および

検収が顧客の決算期である９月および３月に集中します。このため、当社グループの売上高および利益
も第２四半期連結会計期間末および連結会計年度末に集中する傾向にあり、第１四半期連結会計期間お
よび第３四半期連結会計期間の売上高および利益が他の四半期に比して低い水準となっております。 
  

当事業では、自動車等の製造業向けビジネスソリューションは、企業の情報システム開発の中止や
先送り等の投資抑制が長期化しており減少しましたが、移動体通信事業者向けシステム構築は堅調に
推移しました。その結果、売上高は11億66百万円（対前年同四半期比14.3%増）となりました。 

  

当事業では、設備投資の大幅な減少によりメカトロ分野や半導体製造装置向けの制御ソフトが大幅
に減少し、駅務機器向けソフトや医療機器メーカー向け画像処理システムも低調に推移しました。そ
の結果、売上高は5億69百万円（対前年同四半期比36.2%減）となりました。 

  

当事業では、自治体向け情報通信基盤の構築は堅調に推移したものの、ハード＆ソフトビジネス分
野も大口案件の対応が一巡し、インターネットサーバ（NetSHAKERシリーズ）等のインターネット・
セキュリティ関連商品や医療機関向けソリューションサービスも低調に推移しました。その結果、売
上高は5億28百万円（対前年同四半期比58.3%減）となりました。 

  
 ※ 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、「対前年同四半期比」
は、ご参考として記載しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は54億23百万円（前連結会計年度末比12億12百万円減）と
なりました。これは、主として受取手形及び売掛金が21億21百万円減少したこと、現金及び預金が4
億63百万円増加したこと等によるものです。 
 固定資産は24億17百万円（同28百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増加等
により投資その他の資産が40百万円増加したこと等によるものです。 
 この結果、資産合計は78億40百万円（同11億84百万円減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は26億11百万円（同8億58百万円減）となりました。これ
は、主として未払金の減少等によりその他が4億77百万円減少したこと、未払費用が3億6百万円減少
したこと、支払手形及び買掛金が2億38百万円減少したこと等によるものです。 
 固定負債は18億71百万円（同20百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が34百
万円増加したこと等によるものです。 
 この結果、負債合計は44億82百万円（同8億37百万円減）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
(1) 平成22年３月期 第１四半期連結会計期間の概況

(2) 事業別の概況
〔ビジネスソリューション事業〕

〔組込ソリューション事業〕

〔トータルソリューション事業〕

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
① 資産

② 負債
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当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は33億57百万円（同3億46百万円減）となりました。こ
れは、主として利益剰余金が3億46百万円減少したこと等によるものです。 

  

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4億22百万円、投資活動に
よるキャッシュ・フローは△32百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは72百万円、現金及び現金
同等物に係る換算差額は0百万円となり、当第１四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）の残高は、前連結会計年度末より4億63百万円増加し、11億7百万円となりま
した。 
 各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 
  

営業活動により得られた資金は4億22百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の
計上3億67百万円、未払金の減少6億82百万円、未払費用の減少3億6百万円等があったものの、売上債
権の減少21億21百万円等があったこと等によるものです。 
  

投資活動に使用した資金は32百万円となりました。これは、主として無形固定資産の取得24百万円
等によるものです。 
  

財務活動により得られた資金72百万円となりました。これは、主として短期借入金の増加2億円、
配当金の支払い1億26百万円等によるものです。 

  

当第１四半期連結会計期間の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、当第２四半期連結累計期間お
よび通期の業績につきましても、現時点では、平成21年４月14日に公表いたしました業績予想と変更はご
ざいません。 
なお、業績予想につきましては、本資料の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予想値と異なる場合があります。 
  
  

該当事項はありません。 
  

簡便的な会計処理 

当第１四半期連結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、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

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。 

  

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。 

  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を当第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。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③ 純資産

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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

① たな卸資産の評価方法

② 繰延税金資産の回収可能性の判断

(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
① 四半期財務諸表に関する会計基準

② たな卸資産の評価基準の変更
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,107,713 644,534

受取手形及び売掛金 2,568,232 4,689,692

商品及び製品 121,049 162,110

仕掛品 1,050,330 716,212

原材料及び貯蔵品 35,352 27,878

その他 555,712 419,691

貸倒引当金 △15,345 △24,362

流動資産合計 5,423,044 6,635,757

固定資産   

有形固定資産 741,389 746,832

無形固定資産   

のれん 1,280 1,660

その他 308,124 313,715

無形固定資産合計 309,405 315,376

投資その他の資産 1,366,635 1,326,583

固定資産合計 2,417,430 2,388,791

資産合計 7,840,474 9,024,549

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 248,036 486,619

短期借入金 400,000 200,000

未払費用 923,687 1,230,643

未払法人税等 6,534 30,276

役員賞与引当金 － 11,450

その他 1,032,981 1,510,301

流動負債合計 2,611,238 3,469,290

固定負債   

退職給付引当金 1,715,495 1,681,182

役員退職慰労引当金 32,648 40,983

関係会社事業損失引当金 30,000 30,000

その他 93,598 99,096

固定負債合計 1,871,741 1,851,262

負債合計 4,482,980 5,320,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,000 664,000

資本剰余金 318,000 318,000

利益剰余金 2,343,121 2,689,452

自己株式 △58 △58

株主資本合計 3,325,062 3,671,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,030 19,477

評価・換算差額等合計 21,030 19,477

少数株主持分 11,400 13,126

純資産合計 3,357,494 3,703,997

負債純資産合計 7,840,474 9,024,549
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 2,264,206

売上原価 1,973,772

売上総利益 290,434

販売費及び一般管理費 666,289

営業損失（△） △375,855

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 1,062

その他 112

営業外収益合計 1,177

営業外費用  

支払利息 274

売上債権売却損 1,598

その他 252

営業外費用合計 2,125

経常損失（△） △376,803

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,016

特別利益合計 9,016

税金等調整前四半期純損失（△） △367,786

法人税、住民税及び事業税 615

法人税等調整額 △147,196

法人税等合計 △146,580

少数株主損失（△） △873

四半期純損失（△） △220,331
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20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（△） △367,786

減価償却費 40,510

のれん償却額 380

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,016

前払年金費用の増減額（△は増加） △49,307

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,335

受取利息及び受取配当金 △1,065

支払利息 274

売上債権の増減額（△は増加） 2,121,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △300,530

仕入債務の増減額（△は減少） △238,583

未払金の増減額（△は減少） △682,820

未払費用の増減額（△は減少） △306,955

その他 215,334

小計 436,421

利息及び配当金の受取額 1,062

利息の支払額 △324

法人税等の支払額 △17,831

法人税等の還付額 3,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 422,445

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 △6,051

無形固定資産の取得による支出 △24,128

投資有価証券の取得による支出 △299

その他 △1,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,232

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） 200,000

配当金の支払額 △126,164

少数株主への配当金の支払額 △870

財務活動によるキャッシュ・フロー 72,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 463,178

現金及び現金同等物の期首残高 644,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,107,713
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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。 
  

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業
のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメン
ト情報を記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における海外売上高の合計が連結売上高の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。 

  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

(5) セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

【所在地別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

【海外売上高】
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

(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１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）
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（単位 千円未満切捨て） 

 

  

【参考】

前第１四半期に係る連結財務諸表等
(1) (要約) 前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成20年６月20日)

区分 金額
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 3,180,647 100.0

Ⅱ 売上原価 2,792,518 87.8

   売上総利益 388,128 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 661,712 20.8

   営業損失（△） △273,583

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4

 ２ 受取配当金 1,249

 ３ 雇用助成金・奨励金 463

 ４ その他 328

   営業外収益合計 2,045 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,201

 ２ 売掛債権売却損 2,275

 ３ その他 513

   営業外費用合計 3,991 0.1

   経常損失（△） △275,529 △8.7

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 1,574

   特別利益合計 1,574 0.1

   税金等調整前四半期純損失（△） △273,955 △8.6

   法人税、住民税及び事業税 841 0.0

   法人税等調整額 △108,625 △3.4

   少数株主損失（△） △457 △0.0

   四半期純損失（△） △165,713 △5.2
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（単位 千円未満切捨て） 

 
  

(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年６月20日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失（△） △273,955

 ２ 減価償却費 29,672

 ３ のれん償却額 8,106

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △16,044

 ５ 前払年金費用の増減額(△は増加) △57,099

 ６ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2,800

 ７ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 28,136

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △7,166

 ９ 受取利息及び受取配当金 △1,253

 10 支払利息 1,201

 11 売上債権の増減額(△は増加) 1,586,861

 12 たな卸資産の増減額(△は増加) △675,659

 13 仕入債務の増減額(△は減少) △285,816

 14 未払金の増減額(△は減少) 122,145

 15 未払費用の増減額(△は減少) △220,085

 16 未払消費税等の増減額(△は減少) △91,277

 17 その他 164,087

    小計 309,054

 18 利息及び配当金の受取額 1,249

 19 利息の支払額 △1,488

 20 法人税等の支払額 △60,746

   営業活動によるキャッシュ・フロー 248,069

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △751

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △32,061

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △299

 ４ その他 15,543

   投資活動によるキャッシュ・フロー △17,568

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(△は減少) △120,000

 ２ 配当金の支払額 △72,120

 ３ 少数株主への配当金支払額 △1,765

   財務活動によるキャッシュ・フロー △193,885

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替差額 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 36,622

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 529,504

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 566,127
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