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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 6,262 △1.4 47 △70.2 55 △69.6 △22 ―

21年3月期第1四半期 6,350 ― 158 ― 184 ― 58 ―

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 △2.21 ―

21年3月期第1四半期 5.68 ―

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 12,781 8,578 65.9 811.42
21年3月期 12,809 8,757 66.9 826.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,422百万円 21年3月期  8,575百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

13.00 ― 13.00 26.00

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

13,500 4.7 400 8.8 400 21.6 130 316.6 12.52

通期 28,500 6.5 1,300 24.8 1,300 27.0 580 68.4 55.87



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 

上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に内在するさまざまな不確定要因や今
後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。 

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 10,500,000株 21年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  119,477株 21年3月期  119,477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 10,380,523株 21年3月期第1四半期 10,380,618株



当第１四半期のわが国経済は、輸出環境の持ち直しと在庫調整が進んだ結果、景気の急速な悪化には歯止めがか

かったものの、設備や雇用の過剰感は払拭されておらず、景気は依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループの属する情報サービス業界に関しても、既存業務が徐々に減少する中、新規案件の立ち上がりに時

間がかかっており、また案件自体も小規模・低採算化していることから、当面は厳しい状況が続くものと予想され

ます。 

こうした環境のもと、当社グループでは、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業において、臨床試験支

援業務や自動車所有権登録の事務支援業務が好調に推移したものの、SI（システムインテグレーション）事業にお

いて、前期好調だった金融機関向けのシステム開発がピークアウトしたことや景気悪化により新規IT投資が大幅に

減少したことなどから、前年同期比減収となりました。 

また、利益面についても、売上減や販管費の増加に加え、前期下期から子会社となったクロノバ株式会社の赤字

決算などが響き、減益となりました。 

以上の結果、売上高は62億62百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は47百万円（前年同期比70.2％減）、経

常利益は55百万円（前年同期比69.6％減）、四半期純損失は22百万円（前年同期は58百万円の四半期純利益）とな

りました。 

  

（サービス別営業概況） 

ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）は、景気低迷が続き厳しい状況は変わらないものの、新規の受託業

務が徐々に立ちあがってきたことや、臨床試験支援業務が好調に推移したことに加え、子会社の登録管理ネットワ

ーク株式会社が好調だったこと、前期下期から子会社となったクロノバ株式会社の売上が寄与したことなどから、

売上高は40億５百万円（前年同期比6.2％増）となりました。 

ソフトウェアソリューション（SS）は、既存ユーザーにおいてERPパッケージ「LX」のアドオン開発や保守等の

売上が伸びたものの、特に景気の影響を受けやすいCRM系パッケージの販売が計画どおりに進まなかったことから、

売上高は４億27百万円（前年同期比6.5％減）となりました。 

システムインテグレーション（SI）は、前期好調だった銀行等を中心とした金融機関向けのシステム開発がピー

クアウトしたことや、地方マーケットの環境悪化が著しいことに加え、子会社のアグレックスファインテクノ株式

会社が製造業における投資抑制の影響をまともに受けたことなどから、売上高は18億25百万円（前年同期比13.8％

減）となりました。 

その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、売上高は４百万円

（前年同期比5.8％減）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、127億81百万円となり、前連結会計年度末比27百万円の減少とな

りました。その主な減少原因は、売掛金の減少額６億３百万円であり、主な増加原因は、現金及び預金の増加額４億

49百万円によるものであります。 

 なお、純資産は85億78百万円となり、自己資本比率は65.9％で、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しておりま

す。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 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の残高は27億９百万円となり、前連結会計年度末と比較

して４億47百万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結会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あります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億59百万円の増加となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額

６億１百万円であり、主な減少要因は、賞与引当金の減少額５億80百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は40百万円の増加となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及

び償還による収入２億９百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産取得による支出73百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億47百万円の増加となりました。主な増加要因は、短期借入れによる

収入５億円であり、主な減少要因は、配当金の支払額１億36百万円であります。 

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



  

景況感は最悪期を脱したと言われているものの、設備や雇用の過剰感は払拭されておらず、依然として多くの業

種でソフトウェア投資を慎重に進める姿勢が確認されております。 

こうした中、当社グループを取り巻く環境も厳しい状況ではありますが、システム開発から業務運用までワンス

トップで提供できる強みを活かし、新規案件の受注や既存顧客の深耕など営業活動の強化に努め、業績を確保して

まいります。 

業績予想につきましては、平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  該当事項はありません。  

  

 減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、当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。 

  

・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取引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受注制作のソフトウェア取引から、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ソフトウェア取引については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他のソフトウェア取引については完成基準を適用しております。  

 これによる営業利益、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。 

  

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



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 2,702,008 2,252,057

受取手形及び売掛金 3,246,207 3,804,248

有価証券 300,337 200,921

仕掛品 450,361 201,924

原材料及び貯蔵品 11,333 9,587

繰延税金資産 553,000 615,263

その他 539,240 532,333

貸倒引当金 △18,038 △19,480

流動資産合計 7,784,452 7,596,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 388,645 374,594

機械装置及び運搬具（純額） 254,274 269,474

工具、器具及び備品（純額） 506,501 508,390

土地 205,976 205,976

その他（純額） 114,824 6,931

有形固定資産合計 1,470,221 1,365,368

無形固定資産   

のれん 778,666 838,667

ソフトウエア 447,888 479,885

その他 81,751 32,211

無形固定資産合計 1,308,306 1,350,764

投資その他の資産   

投資有価証券 544,518 799,069

敷金及び保証金 1,186,096 1,216,023

繰延税金資産 212,728 208,450

その他 322,510 319,937

貸倒引当金 △46,900 △46,907

投資その他の資産合計 2,218,952 2,496,574

固定資産合計 4,997,480 5,212,707

資産合計 12,781,932 12,809,564



（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   

買掛金 295,802 395,127

短期借入金 674,220 282,560

未払費用 1,115,133 1,057,582

未払法人税等 58,550 178,191

賞与引当金 628,376 1,209,360

その他の引当金 10,325 14,240

その他 824,085 435,020

流動負債合計 3,606,493 3,572,082

固定負債   

長期借入金 17,490 21,480

退職給付引当金 403,441 380,468

その他 175,625 77,629

固定負債合計 596,556 479,578

負債合計 4,203,050 4,051,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,292,192 1,292,192

資本剰余金 1,493,807 1,493,807

利益剰余金 5,822,913 5,980,763

自己株式 △150,473 △150,473

株主資本合計 8,458,439 8,616,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,468 △40,376

評価・換算差額等合計 △35,468 △40,376

新株予約権 7,989 7,989

少数株主持分 147,922 173,999

純資産合計 8,578,882 8,757,903

負債純資産合計 12,781,932 12,809,564



（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 6,350,529 6,262,573

売上原価 5,253,097 5,153,017

売上総利益 1,097,431 1,109,556

販売費及び一般管理費 938,471 1,062,150

営業利益 158,959 47,405

営業外収益   

受取利息 4,847 2,030

持分法による投資利益 15,238 643

その他 9,862 8,691

営業外収益合計 29,947 11,366

営業外費用   

支払利息 2,406 2,773

為替差損 2,295 －

その他 － 11

営業外費用合計 4,701 2,784

経常利益 184,205 55,987

特別利益   

投資有価証券売却益 － 20,225

特別利益合計 － 20,225

特別損失   

固定資産除却損 7,495 3,979

事務所移転費用 82,781 30,819

その他 5,056 801

特別損失合計 95,332 35,600

税金等調整前四半期純利益 88,873 40,612

法人税、住民税及び事業税 28,094 35,383

法人税等調整額 1,866 54,210

法人税等合計 29,961 89,594

少数株主損失（△） － △26,077

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,912 △22,903



（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 88,873 40,612

減価償却費 89,337 131,338

のれん償却額 52,771 60,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △592,495 △580,984

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,633 22,972

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95,555 －

持分法による投資損益（△は益） △15,238 △643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △585 △1,449

受取利息及び受取配当金 △4,849 △3,400

支払利息 2,406 2,773

固定資産除却損 39,280 9,478

売上債権の増減額（△は増加） 378,884 601,905

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,423 △250,183

仕入債務の増減額（△は減少） △133,296 △99,324

未払費用の増減額（△は減少） 46,585 43,146

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,876 102,723

その他 181,044 220,290

小計 △194,501 299,256

利息及び配当金の受取額 4,641 3,996

利息の支払額 △2,406 △2,106

法人税等の支払額 △703,643 △141,454

営業活動によるキャッシュ・フロー △895,910 159,691

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △99,721 －

有形固定資産の取得による支出 △174,905 △73,159

無形固定資産の取得による支出 △14,179 △52,889

投資有価証券の取得による支出 △11,896 △25,545

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,370 209,800

その他 92,411 △18,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,922 40,081

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 180,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △75,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △25,672 △12,330

自己株式の取得による支出 △80 －

配当金の支払額 △136,192 △136,504

その他 － △3,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,945 247,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,158,777 447,405

現金及び現金同等物の期首残高 3,499,615 2,262,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,340,837 2,709,463



 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、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１四半期連結会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

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



四半期受注及び販売の状況 

①受注実績 

（受注高）                                       （単位：千円） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（受注残高）                                      （単位：千円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②販売実績                                       （単位：千円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

サービス 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  4,409,637  63.4  3,896,621  64.0

ソフトウェアソリューション  584,118  8.4  372,489  6.1

システムインテグレーション  1,952,263  28.1  1,816,210  29.8

その他システム機器販売等  4,774  0.1  4,497  0.1

合計  6,950,794  100.0  6,089,818  100.0

サービス 

前第１四半期連結累計期間末 当第１四半期連結累計期間末 

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  7,573,528  62.3  7,712,187  69.5

ソフトウェアソリューション  1,427,221  11.8  1,296,988  11.7

システムインテグレーション  3,151,537  25.9  2,086,144  18.8

合計  12,152,286  100.0  11,095,321  100.0

サービス 

前第１四半期連結累計期間  当第１四半期連結累計期間 

金額 
  

金額 
  

構成比（％） 構成比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  3,771,998  59.4  4,005,696  64.0

ソフトウェアソリューション  456,729  7.2  427,115  6.8

システムインテグレーション  2,117,027  33.3  1,825,265  29.1

その他システム機器販売等  4,774  0.1  4,497  0.1

合計  6,350,529  100.0  6,262,573  100.0
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