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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4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 7,260 △3.3 △100 ― △83 ― △124 ―
21年3月期第1四半期 7,505 ― △215 ― △191 ― △181 ―

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 △3.06 ―
21年3月期第1四半期 △4.22 ―

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 61,241 45,595 74.2 1,116.09
21年3月期 60,446 45,959 75.8 1,125.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  45,470百万円 21年3月期  45,838百万円

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 ― 3.00 ― 7.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

18,000 0.5 580 3.8 640 5.2 530 2.3 13.01

通期 38,100 0.4 1,850 4.2 1,940 3.7 1,550 1.3 38.05



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 
上記の予想は、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、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。 

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） 22年3月期第1四半期 48,000,000株 21年3月期  48,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,259,267株 21年3月期  7,258,361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 40,741,151株 21年3月期第1四半期 42,930,268株



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１四半期におけるわが国経済は、昨年後半からの急速な景気悪化により、企業収益や設備投資の減少、雇用情

勢の悪化など厳しい状況にあり、未だ、予断を許さない状況が続いております。

　情報サービス産業を取り巻く環境においては、昨年後半より企業のシステム開発計画の延期や中止、縮小などによ

る急激な需要の落ち込みが続いておりましたが、直近では、減少傾向が緩和する兆しが一部には見えつつあります。

　このような環境のもと、当社グループは、３ヶ年の中期経営計画「innovation500－変革の３年－」の初年度として

事業構造改革を推進し、不採算案件の撲滅や品質の向上などによる収益率向上に努めてまいりました。

　また、中期経営計画の活動の一環である新規事業として、小口外国送金システム「ARIAS(アリアス)」の事業に着手

しました。さらに、事業拡大を図るためにシンガポール支店を開設しました。

　業種別の売上動向は、産業分野は、経済環境悪化の影響を受け、製造業とサービス業向け事業が落ち込み、減収と

なりました。金融分野は、生損保業向け事業は堅調でしたが、証券業向け事業の落ち込みにより、金融分野全体では

減収となりました。一方、公共分野は、福祉関連案件を中心に好調に推移しました。

　これらの結果、当第１四半期における業績は、産業分野の落ち込みを公共分野の好調で埋め合わせるには至らず、

連結売上高は72億60百万円と前年同期比２億44百万円（前年同期比3.3％減）の減収となりました。

　損益面では、運用業務の採算性・品質向上の結果やプロジェクト管理の徹底等が奏功し、売上総利益率が前年同期

比4.7％ポイント改善しました。また、関連会社においても、採算を重視した事業を進めたことにより、前年同期に比

べ営業損失は１億15百万円改善し１億円となりました。この結果、経常損失は同１億８百万円改善し83百万円、四半

期純損失は１億24百万円と前年同期比57百万円の改善となりました。

　なお、当期より事業部門別の売上区分をシステム工程別の新区分に変更いたしております。ITコンサル・要件定義

の前工程は、前年同期比13百万円増（同74.6％増）の30百万円となりました。中工程は、サービス業向けや証券業向

け事業の需要減などにより、同３億55百万円減（同11.9％減）の26億38百万円となりました。後工程は、運用、保守

共に生損保業向け事業や公共分野が好調だったことから、同１億73百万円増（同4.6％増）の39億38百万円となりまし

た。その他は、同76百万円減（同10.5％減）の６億53百万円となりました。

　【連結】 （単位：百万円）　

 

前工程 中工程 後工程

その他

ITコンサル 要件定義 開発 運用 システム保守

当第１四半期 15 15 2,638 3,259 678 653

前第１四半期 2 14 2,933 3,165 598 729

対前年同期比 12 0 △355 94 79 △76

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は612億41百万円となり、前期末に比べ７億94百万円増加いたしました。

　流動資産は、５億50百万円増加し、315億20百万円となりました。売掛金回収により売上債権が減少いたしましたが、

仕掛品、有価証券ならびに現金及び預金が増加いたしました。固定資産は、若干増加し、297億20百万円となりました。

　流動負債は、11億62百万円増加し、70億56百万円となりました。主に前受金ならびに賞与引当金の増加、買掛金の

減少等によります。固定負債は、若干減少し、85億88百万円となりました。純資産は、剰余金の配当等により３億63

百万円減少し、455億95百万円となりました。

　なお、当期の配当については、中間配当として１株当たり６円、期末配当として１株当たり６円の年間配当１株当

たり12円を予定しております。



（連結キャッシュ・フローの概況）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物は234億67百万円となり、前期末に比べ37億12百万円増加いたしました。

　営業活動により得られた資金は、売掛金回収に伴う売上債権の減少等により44億59百万円となりました。投資活動

により使用した資金は、有形固定資産の取得による支出等により４億82百万円となりました。財務活動により使用し

た資金は、配当金の支払い等により２億64百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当連結会計年度については、第２四半期以降についても、民間企業の情報化投資需要は厳しい状況が続くと考えら

れます。このような環境のなか、当社グループは、不採算プロジェクトの撲滅ならびに原価低減の徹底等により、確

実に利益の出る体質に向けた事業構造改革を推進してまいります。

　連結業績予想については、当第１四半期の業績が概ね期初計画通りに推移していることから、平成21年４月23日に

公表した第２四半期累計期間および通期の業績見通しに変更はありません。

　なお、当社グループの売上高は第２四半期ならびに第４四半期に集中する傾向があり、一方で販売管理費等は安定

して計上されることから、第１四半期については損益の水準が低くなる傾向にあります（当連結会計年度から適用さ

れた受注制作のソフトウェアに係る進行基準については、当第１四半期においては軽微な影響に留まりました）。

　上記の予想は、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、今後の

様々な要因によって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．簡便な会計処理　

　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、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。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第１四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（純損失）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

・会計処理基準に関する事項の変更

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半

期連結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められるものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のものについては

完成基準を適用しております。

　これによる当第１四半期連結累計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,863 10,650

受取手形及び売掛金 4,272 8,709

有価証券 650 150

仕掛品 2,183 1,050

原材料及び貯蔵品 82 72

前払費用 359 355

繰延税金資産 956 956

預け金 9,000 9,000

その他 178 54

貸倒引当金 △26 △30

流動資産合計 31,520 30,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,143 17,902

減価償却累計額 △7,989 △8,555

建物及び構築物（純額） 9,154 9,346

工具、器具及び備品 4,114 3,943

減価償却累計額 △2,828 △2,757

工具、器具及び備品（純額） 1,286 1,186

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,541 21,634

無形固定資産   

ソフトウエア 1,898 1,520

その他 43 44

無形固定資産合計 1,942 1,564

投資その他の資産   

投資有価証券 737 695

長期前払費用 619 683

繰延税金資産 3,258 3,258

長期預金 600 600

その他 1,024 1,044

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 6,236 6,277

固定資産合計 29,720 29,476

資産合計 61,241 60,446



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,183 1,535

短期借入金 96 99

未払費用 1,369 1,793

未払法人税等 71 133

未払消費税等 136 121

前受金 1,164 209

賞与引当金 1,846 1,167

役員賞与引当金 11 41

その他 1,176 792

流動負債合計 7,056 5,894

固定負債   

退職給付引当金 8,119 8,050

役員退職慰労引当金 54 296

その他 414 246

固定負債合計 8,588 8,593

負債合計 15,645 14,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 17,548

利益剰余金 1,979 2,389

自己株式 △5,434 △5,434

株主資本合計 45,550 45,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 △122

評価・換算差額等合計 △80 △122

新株予約権 51 46

少数株主持分 73 74

純資産合計 45,595 45,959

負債純資産合計 61,241 60,446



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,505 7,260

売上原価 6,621 6,059

売上総利益 883 1,201

販売費及び一般管理費 1,099 1,301

営業損失（△） △215 △100

営業外収益   

受取利息 13 13

受取配当金 9 9

不動産賃貸料 9 9

その他 4 5

営業外収益合計 37 38

営業外費用   

支払利息 1 2

不動産賃貸費用 9 18

その他 1 0

営業外費用合計 12 21

経常損失（△） △191 △83

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

関係会社株式売却益 14 －

その他 1 －

特別利益合計 18 －

特別損失   

固定資産除却損 0 10

事務所撤去費用 － 0

その他 1 0

特別損失合計 1 10

税金等調整前四半期純損失（△） △175 △94

法人税等 11 30

少数株主損失（△） △5 △0

四半期純損失（△） △181 △124



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △175 △94

減価償却費 508 494

賞与引当金の増減額（△は減少） 664 679

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79 69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △89 △121

受取利息及び受取配当金 △23 △23

支払利息 1 2

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

関係会社株式売却損益（△は益） △14 －

固定資産除却損 0 10

売上債権の増減額（△は増加） 8,370 5,391

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,261 △1,143

その他の資産の増減額（△は増加） △113 △18

仕入債務の増減額（△は減少） △773 △331

その他の負債の増減額（△は減少） △257 △358

その他 36 3

小計 6,951 4,531

利息及び配当金の受取額 23 23

利息の支払額 △1 △2

法人税等の還付額 － 11

法人税等の支払額 △184 △103

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,788 4,459

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △72 △413

有形固定資産の売却による収入 0 218

無形固定資産の取得による支出 △118 △228

無形固定資産の売却による収入 0 2

長期前払費用の取得による支出 △67 △47

投資有価証券の売却による収入 8 －

関係会社株式の売却による収入 150 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △0 △2

その他 7 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △482

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） △3 △3

リース債務の返済による支出 △0 △9

自己株式の取得による支出 △302 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △0 △250

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △306 △264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,390 3,712

現金及び現金同等物の期首残高 15,516 19,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,907 23,467



（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〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割

合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　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、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

剰余金の配当

　　　当社は、前期期末配当に関し、平成21年６月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………285百万円

(ハ）１株当たりの配当額…………………７円

(ニ）基準日…………………平成21年３月31日

(ホ）効力発生日……………平成21年６月25日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金



「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 

当第１四半期会計期間末

 

（平成21年６月30日）

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成21年３月31日）

資産の部     

　流動資産     

　現金及び預金  11,914  8,851

　受取手形  84  －

　売掛金  3,649  8,025

　有価証券  650  150

　仕掛品  2,108  975

　原材料及び貯蔵品  82  72

　預け金  9,000  9,000

　その他  1,401  1,260

　貸倒引当金  △24  △28

流動資産合計  28,867  28,308

　固定資産     

　有形固定資産  20,220  20,257

　無形固定資産  1,912  1,532

　投資その他の資産  7,872  7,913

固定資産合計  30,004  29,703

　資産合計  58,872  58,011

負債の部     

　流動負債     

　買掛金  1,211  1,554

　未払法人税等  31  63

　その他  5,152  3,634

流動負債合計  6,394  5,252

　固定負債     

　退職給付引当金  7,652  7,586

　その他  402  404

固定負債合計  8,055  7,990

負債合計  14,450  13,242

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 31,457 31,457

　　資本剰余金 17,548 17,548

　　利益剰余金 879 1,273

　　自己株式 △5,434 △5,434

　　株主資本合計 44,451 44,845

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 △80 △122

　　評価・換算差額等合計 △80 △122

　新株予約権 51 46

純資産合計 44,421 44,769

負債純資産合計 58,872 58,011

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。



（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高  6,305  6,497

売上原価  5,341  5,811

売上総利益  963  685

販売費及び一般管理費  1,145  908

営業損失（△）  △182  △223

営業外収益  130  125

営業外費用  48  33

経常損失（△）  △99  △131

特別利益  －  3

特別損失  10  0

税引前四半期純損失（△）  △110  △128

法人税等  △2  5

四半期純損失（△）  △108  △134

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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