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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年12月期第2四半期 5,260 △15.6 166 △20.1 183 △15.4 99 △14.7
20年12月期第2四半期 6,230 △14.9 208 △11.7 217 △9.4 116 △18.1

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

21年12月期第2四半期 47.57 ―
20年12月期第2四半期 55.80 ―

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

21年12月期第2四半期 5,267 2,427 46.1 1,161.24
20年12月期 5,447 2,391 43.9 1,143.67

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  2,427百万円 20年12月期  2,391百万円

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

20年12月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年12月期 ― 30.00
21年12月期 

（予想）
― 30.00 60.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 12,000 0.0 500 12.6 520 9.1 292 8.9 139.66
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、４ページ「【定性情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

詳細は、４ページ「【定性情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年12月期第2四半期 2,091,000株 20年12月期  2,091,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  190株 20年12月期  190株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 2,090,810株 20年12月期第2四半期 2,090,810株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４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」をご覧ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機と実体経済悪化の悪循環による景気後退に一部持

ち直しの動きが見られたものの、依然として厳しい状況が継続しました。今後についても企業の生産活動や雇用情勢

は低水準が維持される見込みであり、世界景気や金融・為替市場の動向によっては、景気はさらに下押しする懸念も

あります。国内ＩＴ市場におきましても、企業収益の大幅な減少を受けて企業のＩＴ投資は一層の抑制が懸念されま

す。 

 このような状況のもと、当第２四半期累計期間の経営成績は、情報サービス事業では受託開発案件の展開等により

売上高は前年並みを確保し、全社規模での徹底した内製化の促進により増益となりましたが、ＩＴ設備投資抑制の影

響を受けたシステム販売事業の不振により、会社全体として減収減益となりました。 

 売上高は52億60百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益は166百万円（前年同期比20.1％減）、経常利益は183百

万円（前年同期比15.4％減）、四半期純利益は99百万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

  

[事業分野別状況] 

エンタープライズアプリケーション・サービスは、ＥＲＰ関連の受託・運用の拡大、子会社合併効果により売上

高は10億90百万円（前年同期比9.6％増）となりましたが、案件の小口化により採算性が低下し、売上総利益は３億

22百万円（前年同期比1.3％減）となりました。 

システムエンジニアリング・サービスは、システム販売の減少と案件の小口化により、売上高は５億82百万円

（前年同期比5.2％減）となり、売上総利益は２億24百万円（前年同期比5.1％減）となりました。 

システムマネージメント・サービスは、協業ビジネスの伸長により売上高は14億50百万円（前年同期比0.1％減）

と前年並みを確保し、社内要員配置の見直しによる内製化の推進で外注費の削減を進め売上総利益は４億13百万円

（前年同期比38.1％増）と増益となりました。 

カスタマーエンジニアリング・サービスは、協業ビジネスの拡大による拡販を進めたものの、メーカー無償保証

期間の長期化、単価下落等市場縮小化の影響を補いきれず売上高は９億22百万円（前年同期比8.9％減）、売上総利

益は２億13百万円（前年同期比12.4％減）となり減収減益となりました。 

これらの結果、情報サービス事業全体では、売上高は40億46百万円（前年同期比0.7％減）、売上総利益は11億73

百万円（前年同期比6.1％増）となりました。 

システム販売事業は、お客様のＩＴ設備投資の小規模化・先送りの継続や、価格性能比向上による少額化により

売上高は12億14百万円（前年同期比43.7％減）と大幅に減少し、売上総利益は１億48百万円（前年同期比57.0％減）

となりました。 

  

  

 当第２四半期末の資産については、前事業年度末と比較して、１億79百万円減少し52億67百万円となりました。こ

れは受取手形及び売掛金が１億24百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期末の負債については、前事業年度末と比較して、２億16百万円減少し28億39百万円となりました。こ

れは支払手形及び買掛金が１億35百万円、未払法人税等が44百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期末の純資産については、利益獲得による増加及び配当金の支払により36百万円増加し、24億27百万円

となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期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、営業活動により得られた資金が

48百万円、投資活動により使用した資金が８百万円、財務活動により使用した資金が62百万円となり、15億23百万円

となりました。 

 当第２四半期累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） 

 営業活動の結果、得られた資金は48百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が１億80百万円、売上

債権の減少１億24百万円があったものの仕入債務の減少１億35百万円、法人税等の支払額１億15百万円があったこと

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） 

 投資活動の結果、使用した資金は８百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出６百万円に

よるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は62百万円となりました。これは、配当金の支払額62百万円によるものでありま

す。  

  

 平成21年12月期の業績につきましては、平成21年２月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び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ため、前事業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。 

  

  

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、原価法から原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この変更により、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。 

③「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年４月１日以後開始

する事業年度から適用できることとなったことに伴い、第１四半期会計期間から同会計基準及び適用指針を

適用しております。 

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 ただし、当第２四半期累計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかった

ため、損益に与える影響はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,442 1,545,519

受取手形及び売掛金 1,437,635 1,562,238

商品 164,603 167,009

仕掛品 11,730 19,989

その他 249,204 281,341

貸倒引当金 △1,175 △1,121

流動資産合計 3,385,441 3,574,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 538,584 550,946

その他（純額） 349,234 351,035

有形固定資産合計 887,819 901,981

無形固定資産   

ソフトウエア 21,950 26,918

その他 35,965 21,860

無形固定資産合計 57,915 48,779

投資その他の資産   

繰延税金資産 467,542 465,598

その他 482,074 473,198

貸倒引当金 △12,999 △16,803

投資その他の資産合計 936,618 921,994

固定資産合計 1,882,353 1,872,755

資産合計 5,267,794 5,447,732

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 783,426 918,738

未払法人税等 83,200 127,710

賞与引当金 15,000 －

役員賞与引当金 6,076 5,369

その他 781,965 834,276

流動負債合計 1,669,668 1,886,096

固定負債   

退職給付引当金 1,088,513 1,071,768

役員退職慰労引当金 － 69,547

その他 81,682 29,129

固定負債合計 1,170,196 1,170,445

負債合計 2,839,864 3,056,541
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,177,443 1,177,443

資本剰余金 325,476 325,476

利益剰余金 925,503 888,764

自己株式 △492 △492

株主資本合計 2,427,930 2,391,191

純資産合計 2,427,930 2,391,191

負債純資産合計 5,267,794 5,447,732
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,260,928

売上原価 3,938,182

売上総利益 1,322,745

販売費及び一般管理費 1,156,293

営業利益 166,452

営業外収益  

受取利息 1,020

受取手数料 2,404

負ののれん償却額 7,282

雑収入 6,585

営業外収益合計 17,292

経常利益 183,745

特別利益  

貸倒引当金戻入額 648

特別利益合計 648

特別損失  

固定資産除却損 41

賃貸借契約解約損 3,688

特別損失合計 3,729

税引前四半期純利益 180,663

法人税、住民税及び事業税 72,103

法人税等調整額 9,096

法人税等合計 81,200

四半期純利益 99,463
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純利益 180,663

減価償却費 27,438

のれん償却額 3,498

負ののれん償却額 △7,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,749

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,745

受取利息及び受取配当金 △1,020

売上債権の増減額（△は増加） 124,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,664

仕入債務の増減額（△は減少） △135,312

未払金の増減額（△は減少） △87,712

前受収益の増減額（△は減少） △18,105

その他 52,441

小計 162,871

利息及び配当金の受取額 736

法人税等の支払額 △115,214

営業活動によるキャッシュ・フロー 48,393

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 △6,272

その他 △1,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,065

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △62,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,077

現金及び現金同等物の期首残高 1,545,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,523,442
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平20年１月１日 
至 平20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,230  100.0

Ⅱ 売上原価        4,777  76.7

売上総利益        1,452  23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,244  20.0

営業利益        208  3.3

Ⅳ 営業外収益        8  0.1

Ⅴ 営業外費用        0  0.0

経常利益        217  3.4

Ⅵ 特別利益        －  －

Ⅶ 特別損失        0  0.0

税引前中間純利益        217  3.4

法人税、住民税及び事業税  108            

法人税等調整額  △8  100  1.6

中間純利益        116  1.8
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  217

 減価償却費  19

 のれん償却額  3

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  0

 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  0

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  6

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △2

 受取利息及び受取配当金  △4

 売上債権の増減額（△は増加）  342

 たな卸資産の増減額（△は増加）  13

 仕入債務の増減額（△は減少）  △175

 未収入金の増減額（△は増加）  11

 前受金の増減額（△は減少）  △0

 前受収益の増減額（△は減少）  78

 その他  △16

小計  493

 利息及び配当金の受取額  5

 法人税等の支払額  △87

営業活動によるキャッシュ・フロー  411

Ⅱ 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   △4

 無形固定資産の取得による支出   △1

 貸付けによる支出  △0

 貸付金の回収による収入  1

 差入保証金の差入れによる支出  △25

 差入保証金の戻入れによる収入  4

 保険積立金の増加による支出  △4

 その他  4

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 配当金の支払額  △82

財務活動によるキャッシュ・フロー  △82

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  302

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,936

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,239
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