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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 3,814 △16.2 △49 ― △50 ― △56 ―

21年3月期第1四半期 4,549 ― 259 ― 269 ― 141 ―

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 △6.62 ―

21年3月期第1四半期 16.25 16.21

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 11,054 7,892 71.4 935.97
21年3月期 12,374 8,053 65.1 943.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,892百万円 21年3月期  8,053百万円

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  有  
 

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 7.00 13.00

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  有  
 

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

7,700 △20.9 80 △87.5 90 △86.6 30 △91.8 3.52

通期 17,000 △16.2 700 △45.4 700 △46.6 360 △30.9 42.19



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、５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、５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 

 平成21年４月24日発表の通期連結業績予想を修正しております。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、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 9,008,560株 21年3月期  9,008,560株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  576,198株 21年3月期  476,398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 8,484,928株 21年3月期第1四半期 8,730,762株



  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年から続く景気悪化の影響から企業収益が大幅に悪化するなど、非

常に厳しい状況で推移いたしました。欧米各国を始めとする経済対策、金融安定化策等の景気対策の実施により、株式市場

においては景気回復の兆しが見られるものの、先行きは依然として不透明な状況となっております。 

  当情報サービス業界におきましては、顧客の情報化投資の縮小、延期等、設備投資を抑制する動きが強まる中、顧客にとっ

ての新しい価値を創出し、ビジネス価値を提供することが必要とされ、経営環境は一層厳しさを増す状況で推移いたしました。 

  このような事業環境の下、当社グループは受託派遣型から請負型へのシフトを推進し、売上高拡大に向け既存顧客の深

耕、新規顧客開拓や大型案件の獲得に向けた事業活動を実施してまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の業績は、大

型案件の減少や新規案件の凍結、遅延等が起因して、売上高が38億14百万円（前年同期比16.2％減）となりました。利益面に

つきましては、非稼動の発生や値引き要請等により、営業利益は前年同期に比べて３億９百万円減少し、49百万円の損失とな

りました。経常利益は前年同期に比べて３億19百万円減少、50百万円の損失となり、四半期純利益は前年同期に比べて１億

97百万円減少し、56百万円の損失となりました。 

  

  当第１四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  ①ソフトウェア開発事業  

  ソフトウェア開発事業は、当社グループの主力事業であり、ＩＴ全般にわたるソリューションの提案、コンサルティング、シ

ステム設計、開発、保守を行なっております。既存ビジネスの縮小や値引き要請と新規案件の凍結、遅延による受注活動

の長期化等により、売上高は21億49百万円（前年同期比10.5％減）、営業利益は前年同期に比べて１億12百万円減少

し、１億19百万円の損失となりました。 

②情報処理サービス事業 

  情報処理サービス事業は、メインフレームコンピュータの管理運営業務からネットワークシステムなどの管理監視業務ま

で、情報システムに関する総合サービスを行なっております。システムの管理運営、およびアウトソーシング関連分野にお

いて、子会社（ＴＤＩシステムサービス株式会社）による直接受注や提案活動の促進等を積極的に推進したことにより、売上

高は11億16百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は１億81百万円（同1.0％減）と前年同期とほぼ同様の結果となりまし

た。 

③エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業 

  エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、モバイル、移動体通信、カーエレクトロニクスなどの分野向け組み込み

ソフトウェア開発と、情報通信機器の中核となるメモリ、システムＬＳＩなどの半導体製品に関する設計・評価・解析業務を主

に行なっております。エンベデッド・ユビキタス分野において、主要顧客の内製化の影響による継続案件の激減、半導体

関連事業において、景気・需要の急速な悪化と製造業各社の減産・設備投資抑制の影響により、売上高は５億48百万円

（前年同期比46.5％減）、営業利益は前年同期に比べて１億94百万円減少し、１億11百万円の損失となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は110億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億20百万円減少いたし

ました。流動資産は65億98百万円となり、15億28百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が10億

94百万円および現金及び預金が４億78百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は44億55百万円とな

り、２億８百万円増加いたしました。有形固定資産は16億95百万円となり、32百万円増加いたしました。無形固定資

産は２億48百万円となり、15百万円増加いたしました。投資その他の資産は25億11百万円となり、１億60百万円増加

いたしました。これは主に、投資有価証券が市場の好転により時価評価額が増加したこと等により１億87百万円増加

したこと等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は31億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億59百万円減少いた

しました。流動負債は18億47百万円となり、12億８百万円減少いたしました。これは主に、未払費用が６億73百万円

および未払法人税等が３億84百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は13億13百万円となり、49百万

円増加いたしました。これは主に、退職給付引当金が59百万円増加したこと等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は78億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億60百万円減少いたしま

した。これは主に、配当金の支払額が１億10百万円、四半期純損失を56百万円計上したこと等によるものでありま

す。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の65.1％から71.4％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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローが68百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが１億93百万円の支出、財務活動によるキャッシ

ュ・フローが２億16百万円の支出となったことにより４億78百万円減少し、当第１四半期連結累計期間末の資金残高

は26億８百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は68百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、売上債権の減少額が10億94百万円あったものの、未払費用の減少が６億73百万円、法人税等の支払額

が３億82百万円および未払消費税等の減少が１億70百万円あったこと等によるものであります。また、前第１四半期

連結累計期間に比べ６億75百万円資金が増加しておりますが主に、年金資産への特別掛金が前連結累計期間で終了し

たことに伴い、退職給付引当金の増減額が５億27百万円増加および売上債権の増減額が４億59百万円減少したもの

の、税金等調整前四半期純利益が３億16百万円減少したこと等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」は１億93百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出が80百万円、無形固定資産の取得による支出が62百万円および投資有

価証券の取得による支出が44百万円あったこと等によるものであります。また、前第１四半期連結累計期間に比べ82

百万円資金が減少しておりますが主に、投資有価証券の取得による支出が１億20百万円減少しているものの、敷金及

び保証金の回収による収入が１億23百万円減少および無形固定資産の取得による支出が61百万円増加していること等

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」は２億16百万円の資金の減少となりました。 

 これは、配当金の支払額が１億11百万円、自己株式の取得による支出が87百万円および長期借入金の返済による支

出が17百万円あったことによるものであります。また、前第１四半期連結累計期間に比べ33百万円資金が増加してお

りますが主に、配当金の支払額が１億７百万円減少したものの自己株式の取得による支出が87百万円あったこと等に

よるものであります。 

  

 平成21年７月24日に公表いたしました「業績予想および配当予想の修正並びに今後の対応に関するお知らせ」の通

り、今後、更なる固定費等の削減を進めることにより経営の効率化、収益構造の抜本的な改善を図り、業績の維持・

拡大に努めてまいる所存であります。詳細につきましては、平成21年７月24日に別途開示しております「業績予想お

よび配当予想の修正並びに今後の対応に関するお知らせ」をご覧ください。 

    （第２四半期(平成21年４月１日～平成21年９月30日)累計期間業績予想）  

     〈連 結〉  

       売   上    高     7,700 百万円     （前期比20.9％減）       

       営  業  利  益        80 百万円     （前期比87.5％減） 

        経  常  利  益       90 百万円     （前期比86.6％減）  

       当 期 純 利 益        30 百万円       （前期比91.8％減） 

     （個 別）  

       売   上    高     5,440 百万円              

       営  業  利  益     △240 百万円      

       経  常  利  益       70 百万円     

       当 期 純 利 益        50 百万円      

    （通期(平成21年４月１日～平成22年３月31日)累計期間業績予想）  

     〈連 結〉  

       売   上    高     17,000 百万円     （前期比16.2％減）      

       営  業  利  益       700 百万円     （前期比45.4％減） 

       経  常  利  益      700 百万円       （前期比46.6％減） 

       当 期 純 利 益       360 百万円       （前期比30.9％減） 

     〈個 別〉  

       売   上    高     12,400 百万円       （前期比25.3％減）         

       営  業  利  益       130 百万円       （前期比83.1％減） 

       経  常  利  益      600 百万円       （前期比48.4％減） 

       当 期 純 利 益       350 百万円       （前期比27.7％減） 

 （注）業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて

おり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。  

  

① 原価差異の配賦方法 

 予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合には、当該原価

を売上原価として処理しております。  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率により算出してお

ります。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断しております。   

  

該当事項はありません。  

  

  

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



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 2,350,643 2,829,000

受取手形及び売掛金 2,678,860 3,772,915

有価証券 454,336 447,765

商品及び製品 42,814 13,653

仕掛品 232,433 160,564

原材料及び貯蔵品 2,588 5,221

その他 844,877 909,810

貸倒引当金 △8,122 △12,131

流動資産合計 6,598,432 8,126,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,735,228 1,730,524

減価償却累計額 △797,386 △781,613

建物及び構築物（純額） 937,841 948,910

工具、器具及び備品 601,217 600,874

減価償却累計額 △410,367 △404,315

工具、器具及び備品（純額） 190,849 196,559

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 76,087 27,100

有形固定資産合計 1,695,185 1,662,976

無形固定資産   

のれん 53,193 56,662

その他 195,588 176,701

無形固定資産合計 248,782 233,364

投資その他の資産   

投資有価証券 1,134,773 947,551

その他 1,376,833 1,403,472

投資その他の資産合計 2,511,607 2,351,024

固定資産合計 4,455,574 4,247,364

資産合計 11,054,006 12,374,164



（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 585,857 677,803

短期借入金 － 17,400

未払法人税等 21,647 406,244

引当金 20,480 13,045

その他 1,219,629 1,941,524

流動負債合計 1,847,614 3,056,018

固定負債   

退職給付引当金 1,306,713 1,247,609

長期未払金 7,210 17,260

固定負債合計 1,313,923 1,264,869

負債合計 3,161,538 4,320,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,749,459 1,749,459

利益剰余金 5,392,525 5,559,587

自己株式 △402,705 △314,877

株主資本合計 8,621,147 8,876,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,860 △146,942

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

評価・換算差額等合計 △728,678 △822,759

純資産合計 7,892,468 8,053,276

負債純資産合計 11,054,006 12,374,164



（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）

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 4,549,476 3,814,451

売上原価 3,481,093 3,049,427

売上総利益 1,068,383 765,023

販売費及び一般管理費 808,605 814,396

営業利益又は営業損失（△） 259,778 △49,373

営業外収益   

受取利息 782 1,866

受取配当金 2,498 4,937

不動産賃貸料 3,159 3,035

生命保険配当金 4,460 －

保険事務手数料 1,624 1,732

持分法による投資利益 2,537 －

その他 1,763 1,432

営業外収益合計 16,827 13,003

営業外費用   

支払利息 454 71

不動産賃貸費用 6,806 5,399

持分法による投資損失 － 6,195

その他 23 2,301

営業外費用合計 7,284 13,968

経常利益又は経常損失（△） 269,321 △50,338

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,630 4,009

特別利益合計 2,630 4,009

特別損失   

固定資産除売却損 3,021 146

事務所移転費用 35,592 28,700

退職給付費用 － 7,917

特別損失合計 38,613 36,764

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

233,337 △83,092

法人税、住民税及び事業税 121,975 7,484

法人税等調整額 △30,470 △34,433

法人税等合計 91,505 △26,949

四半期純利益又は四半期純損失（△） 141,832 △56,143



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

233,337 △83,092

減価償却費 44,870 50,974

のれん償却額 2,312 3,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） △468,685 59,103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,280 △4,009

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,101 7,435

受取利息及び受取配当金 △3,334 △6,804

支払利息 454 71

持分法による投資損益（△は益） △2,537 6,195

固定資産除売却損益（△は益） 13,772 7,053

売上債権の増減額（△は増加） 634,429 1,094,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △255,582 △98,395

仕入債務の増減額（△は減少） △108,594 △91,946

未払費用の増減額（△は減少） △698,606 △673,149

未払消費税等の増減額（△は減少） △126,588 △170,145

長期未払金の増減額（△は減少） － △10,050

その他 133,719 216,703

小計 △612,414 307,467

利息及び配当金の受取額 3,094 6,684

利息の支払額 △370 －

法人税等の支払額 △133,841 △382,350

営業活動によるキャッシュ・フロー △743,532 △68,197

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 △88,488 △80,978

有形固定資産の売却による収入 1,500 －

無形固定資産の取得による支出 △1,179 △62,885

投資有価証券の取得による支出 △165,148 △44,925

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

22,356 －

貸付金の回収による収入 40 235

敷金及び保証金の回収による収入 124,835 1,521

その他の支出 △7,862 △15,204

その他の収入 3,238 8,635

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,708 △193,601

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △12,000 －

長期借入金の返済による支出 △19,360 △17,400

自己株式の取得による支出 － △87,827

配当金の支払額 △218,810 △111,212

財務活動によるキャッシュ・フロー △250,170 △216,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,104,411 △478,239

現金及び現金同等物の期首残高 3,750,478 3,086,824



（単位：千円）

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) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,646,066 2,608,584



 該当事項はありません。 

  

 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） 

  

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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および在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

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） 

当社および連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

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） 

当社および連結子会社の海外売上高はないため、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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

情報処理サー
ビス事業 
（千円） 

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体関

連事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

（１）外部顧客に対する売

上高 
 2,402,726  1,120,480  1,026,269  4,549,476  －  4,549,476

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  (－)  －

計  2,402,726  1,120,480  1,026,269  4,549,476  (－)  4,549,476

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △6,538  183,182  83,134  259,778  (－)  259,778

  
ソフトウェア
開発事業 
（千円） 

情報処理サー
ビス事業 
（千円） 

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体関

連事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

（１）外部顧客に対する売

上高 
 2,149,541  1,116,343  548,566  3,814,451  －  3,814,451

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,863  10,290  －  12,153  (12,153)  －

計  2,151,404  1,126,633  548,566  3,826,604  (12,153)  3,814,451

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △119,191  181,352  △111,627  △49,466  93  △49,373

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



   

 該当事項はありません。 

   

  

  

 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

６．その他の情報
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