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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 1,924 △24.7 230 5.2 233 2.5 154 20.4
21年3月期第1四半期 2,556 ― 219 ― 227 ― 128 ―

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 35.73 35.41
21年3月期第1四半期 28.78 28.42

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

22年3月期第1四半期 5,127 3,727 71.5 849.33
21年3月期 5,587 3,718 65.4 821.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,663百万円 21年3月期  3,654百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

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

3,840 △23.8 395 △19.3 400 △20.3 210 29.3 46.57

通期 7,660 △26.0 911 △14.4 920 △14.4 480 47.1 106.43
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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 

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、当社で判断した見通しであり、実際の業績は、今後の経済情勢、事業運営における様々な
状況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的
情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 4,514,313株 21年3月期  4,509,813株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  200,440株 21年3月期  60,440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 4,314,561株 21年3月期第1四半期 4,447,573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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気後退が一層深

刻化し、実態経済の悪化が顕著になり、急速な需要減退や雇用情勢の悪化など、大変厳しい状況となり

ました。 

当社グループが属するＩＴ関連業界におきましては、ＥＣ市場の拡大や日本版ＳＯＸ法施行に伴うシ

ステム投資への意欲は見られるものの、景気減速による先行き不透明感から、ＩＴ投資抑制の影響を受

けるなど、経営環境は厳しい状況となっております。 

このような状況の中で、当社グループは、主力ソフトウェア製品「ｅｃｂｅｉｎｇ」や「Ｘ－ｐｏｉ

ｎｔ」等のプロダクト系ＳＩサービスを中核としたシステムインテグレーション事業の拡大に注力した

結果、売上高は、インターネット通信販売事業（特価ＣＯＭ）の事業譲渡が影響し 19 億 24 百万円（前

年同期比 24.7％減）となったものの、営業利益は２億 30 百万円（前年同期比 5.2％増）、経常利益は２

億 33 百万円（前年同期比 2.5％増）となり、四半期純利益は事業譲渡益の計上により１億 54 百万円（前

年同期比 20.4％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は51億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億60百万

円の減少となりました。これは、主にインターネット通信販売事業（特価ＣＯＭ）の事業譲渡により、

受取手形及び売掛金が３億53百万円の減少及び商品が80百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は13億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億69百万

円の減少となりました。これは、主にインターネット通信販売事業（特価ＣＯＭ）の事業譲渡により、

買掛金が４億13百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は37億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円

の増加となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が11百万円増加したこと等によるもので

あります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の業績は、ほぼ計画どおりに推移しており、平成 21 年５月８日に発表した業績予想

から変更はありません。 

 

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） 

     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 

   一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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、前連結会計年度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。 

(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完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事にかかる収益の計上基準については、従来、工事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
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より適用し、当第１四半期連結会計期間に着工した工事契約から、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工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は28百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期当期純利益は、

それぞれ11百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

②損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費に関する会計処理の変更 

 従来、ネットワーク構築保守サービス及びデータセンターのホスティングサービスに係る人件費、

家賃及びその他経費は、販売費及び一般管理費に含めて計上しておりましたが、当第１四半期会計期

間より売上原価に含めて計上する方法に変更しております。 

 この変更は、ネットワーク構築案件の大型化、組織再編に伴い重要性が増したことから、ネットワ

ーク構築保守サービス及びデータセンターに関わる部門費用の見直しを行った結果、売上高に対応す

る売上原価に計上することが、経営成績をより適正に示すことになると判断したためであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益が97百万円減少しておりますが、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。 

 

③四半期連結損益計算書関係 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）が平成21年４月１

日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結累計

期間から当該会計基準を適用し、新たに少数株主損益調整前当期純利益を表示しております。 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：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 1,898,593 1,865,648

受取手形及び売掛金 1,071,541 1,425,272

商品 52,757 133,293

未成業務支出金 201,311 229,531

その他 200,423 173,802

貸倒引当金 △6,857 △9,121

流動資産合計 3,417,769 3,818,426

固定資産   

有形固定資産 245,276 249,794

無形固定資産 227,197 228,541

投資その他の資産   

投資有価証券 798,846 842,853

その他 472,774 478,862

貸倒引当金 △34,452 △30,917

投資その他の資産合計 1,237,169 1,290,798

固定資産合計 1,709,642 1,769,135

資産合計 5,127,412 5,587,561

負債の部   

流動負債   

買掛金 593,673 1,007,218

未払法人税等 94,120 54,951

賞与引当金 75,617 159,616

その他 441,124 463,387

流動負債合計 1,204,535 1,685,173

固定負債   

退職給付引当金 109,896 106,054

役員退職慰労引当金 85,415 77,890

固定負債合計 195,312 183,945

負債合計 1,399,847 1,869,118
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 841,563 840,834

資本剰余金 899,971 899,247

利益剰余金 2,219,539 2,132,127

自己株式 △219,819 △128,819

株主資本合計 3,741,254 3,743,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △77,372 △88,775

評価・換算差額等合計 △77,372 △88,775

少数株主持分 63,682 63,829

純資産合計 3,727,564 3,718,443

負債純資産合計 5,127,412 5,587,561
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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）

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 2,556,291 1,924,875

売上原価 1,826,602 1,273,204

売上総利益 729,688 651,670

販売費及び一般管理費 510,184 420,767

営業利益 219,504 230,902

営業外収益   

受取利息 1,355 1,297

受取配当金 121 84

貸倒引当金戻入額 5,978 398

その他 4,125 1,571

営業外収益合計 11,581 3,351

営業外費用   

和解金 3,399 －

コミットメントライン手数料 － 685

自己株式取得費用 － 182

その他 69 －

営業外費用合計 3,469 867

経常利益 227,616 233,385

特別利益   

事業譲渡益 － 51,720

特別利益合計 － 51,720

特別損失   

固定資産除却損 － 3,600

事務所移転費用 － 2,000

その他 － 147

特別損失合計 － 5,747

税金等調整前四半期純利益 227,616 279,358

法人税、住民税及び事業税 27,693 88,567

法人税等調整額 69,756 36,785

法人税等合計 97,449 125,352

少数株主損益調整前四半期純利益 － 154,005

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,158 △146

四半期純利益 128,008 154,152
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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）

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 227,616 279,358

減価償却費 31,086 41,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,978 1,270

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,793 △83,999

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,320 3,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,304 7,525

受取利息及び受取配当金 △1,477 △1,381

コミットメントライン手数料 － 685

固定資産除却損 － 3,600

投資有価証券売却損益（△は益） － 147

事業譲渡損益（△は益） － △51,720

事務所移転費用 － 2,000

自己株式取得費用 － 182

売上債権の増減額（△は増加） 523,373 353,731

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,347 108,756

仕入債務の増減額（△は減少） △255,145 △413,545

前受金の増減額（△は減少） 29,497 △12,739

未払金の増減額（△は減少） △7,213 △26,518

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △3,534

その他 △16,453 △50,336

小計 429,484 158,327

利息及び配当金の受取額 5,106 1,945

法人税等の支払額 △298,701 △47,393

営業活動によるキャッシュ・フロー 135,889 112,879

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △15,456 △20,248

無形固定資産の取得による支出 △35,159 △33,003

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

200,000 73,408

投資有価証券の取得による支出 － △13,026

事業譲渡による収入 － 61,193

事務所移転による支出 － △2,000

貸付けによる支出 △260 △3,800

貸付金の回収による収入 445 780

敷金及び保証金の差入による支出 － △333

敷金及び保証金の回収による収入 － 9,370

保険積立金の積立による支出 △3,490 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △353,922 72,339
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 1,453

自己株式の取得による支出 － △91,182

配当金の支払額 △63,505 △62,545

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,505 △152,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △281,537 32,945

現金及び現金同等物の期首残高 1,119,110 1,365,648

現金及び現金同等物の四半期末残高 837,572 1,398,593
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(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）         (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,454,641 441,724 659,925 2,556,291 ― 2,556,291

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
480 461 ― 941 (941) ―

計 1,455,121 442,185 659,925 2,557,232 (941) 2,556,291

営業利益又は営業損失(△) 347,351 25,008 △3,335 369,024 (149,520) 219,504

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケ

ージソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワ

ーク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 

 

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）         (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,504,483 289,081 131,309 1,924,875 ― 1,924,875

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― 222 ― 222 （222） ―

計 1,504,483 289,303 131,309 1,925,097 （222） 1,924,875

営業利益又は営業損失(△) 422,457 7,268 △7,132 422,594 （191,691） 230,902

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケ

ージソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワ

ーク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 

３ インターネット通信販売事業（特価ＣＯＭ）は、平成21年４月30日に事業譲渡しております。 

４ 会計処理方法の変更 

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

【定性的情報・財務諸表】４．その他（3）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べて、システムインテグレーション事業に係る売上高は28,036千円増加し、営業利益は

11,762千円増加しております。 

なお、ＩＴインフラ提供事業及びインターネット通信販売事業への影響はありません。 
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【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) 

在外子会社、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) 

 在外子会社、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) 

  海外売上高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) 

 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 

   該当事項はありません。 

 

 




