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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 22,372 △4.0 3 △99.2 32 △93.5 15 △91.7
21年3月期第1四半期 23,304 ― 399 ― 487 ― 178 ―

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 0.59 ―
21年3月期第1四半期 7.14 ―

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 68,884 34,716 50.4 1,388.66
21年3月期 73,755 35,162 47.7 1,406.52

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  34,716百万円 21年3月期  35,162百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
25.00 ― 25.00 50.00

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

55,000 △11.2 2,900 △29.9 2,900 △31.1 1,700 △29.6 68.00

通期 115,000 △8.9 6,500 △11.0 6,500 △11.5 3,700 △12.5 148.00



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 
※本資料に記載されている業績見通し等の説明に関する記述は、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。 

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 25,000,000株 21年3月期  25,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  226株 21年3月期  178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 24,999,806株 21年3月期第1四半期 24,999,863株



当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、昨年度後半からの世界的景気後退の影響が輸出関
連企業のみならず内需関連企業の業績も圧迫し、大変厳しい状況となりました。  
 情報サービス業界においても、企業収益の悪化を受けて、ＩＴ投資の縮小、凍結、延期などが広がり、
昨年度後半からの厳しい事業環境が続いています。  
 このような事業環境のもと、当社は、お客様のIT投資効果を明確にした積極的な提案活動、お客様の業
務効率向上・企業収益改善に直結したソリューションの提供、㈱日立製作所と連携した大規模高信頼シス
テムの提供を軸に事業を推進しております。 
 当第１四半期連結累計期間においては、リッチクライアント技術を応用しWebベースでの操作性を強化
した文書管理ソリューション「ラビニティOne」や、従業員フロントソリューション「リシテア」の平成
22年４月施行の改正労働基準法に準拠したバージョンを開発・販売するなど、製品ラインナップの充実を
図ってまいりました。しかしながら、金融機関及び大手製造業の収益悪化によるシステム開発規模の縮
小、中断などＩＴ投資抑制が厳しく、売上高は前年同期実績を上回るには至りませんでした。 
 事業別の営業の状況については以下のとおりであります。 
 システムインテグレーション及びシステムサービス事業は、鉄道・通信・自治体向けのＩＴ投資案件は
堅調に推移したものの、メガバンク・証券・自動車向けのＩＴ投資案件については、計画延期や規模縮小
などの影響を受けたことにより、売上高は16,921百万円（前年同期比7.2％減）となりました。  
 ソフトウェアパッケージ事業の売上高は、自社製品が堅調に推移したことにより、1,697百万円（前年
同期比8.3％増）となりました。  
 情報処理機器販売事業は、自社ルートの増加を受けて、システム構築に使用するPC・サーバ等が増加し
たことにより、3,754百万円（前年同期比7.0％増）となりました。  
  利益面においては、品質モニタリングツール「AQUSY(アクシー)」の適用開始などによる生産性向上、
海外調達比率の拡大、パートナー施策の見直しなどにより原価低減を進めると共に、管理コストの抜本的
な見直しなどにより販売費及び一般管理費も低減いたしましたが、売上高の減少をカバーするまでには至
りませんでした。 
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高合計は22,372百万円(前年同期比933百万円減)、営業
利益は3百万円(前年同期比396百万円減)、経常利益は32百万円(前年同期比456百万円減)、四半期純利益
は15百万円(前年同期比164百万円減)となりました。 
 なお、当社グループが展開する事業の傾向として、お客様への納期が９月及び３月に集中する傾向があ
ります。これにより連結会計年度における第１四半期と第２四半期、第３四半期と第４四半期の業績との
間に大きな業績変動があります。  

  

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べ4,871百万円減の68,884
百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が15,601百万円減少したことによるものでありま
す。 
 負債の合計は、前連結会計年度末に比べ4,425百万円減の34,168百万円となりました。主な要因は、買
掛金が2,671百万円、未払法人税が1,735百万円減少したことによるものであります。 
 純資産の合計は、配当金の支払により前連結会計年度末に比べ447百万円減の34,716百万円となりまし
た。また、自己資本比率は前連結会計年度末の47.7%から50.4%となりました。 
  

今後の情報サービス業界は、引き続き厳しい経営環境が続くと思われますが、当社は、引き続きシステ
ムエンジニア力と自社製品及びアライアンス製品を組み合わせ、お客様の企業価値向上に貢献するソリュ
ーションの提供に努めてまいります。また、幅広くビジネスパートナーとの連携を強化し、より質の高い
ソリューションを様々なチャネルを通じて提供してまいります。  
 平成22年３月期の業績予想については、概ね当初見込みどおりに推移しておりますので、平成21年４月
27日付けで発表しました業績予想に変更はありません。  

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

①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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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税金費用の計算 
 当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
引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 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原価差異の繰延処理 
 操業度等の変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれ
るため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

  

工事契約に関する会計基準の適用 
 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。当第１四半期連結会計期間の期首に存在する契約を含むすべての
契約において成果の確実性が認められるシステムソリューションの請負等については進行基準(進
捗率の見積りは原価比例法)を、その他のシステムソリューションの請負等については完成基準を
適用しております。 
 なお、従来より進行基準を適用しているため、売上高、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。 

  

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
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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 914 651

受取手形及び売掛金 20,113 35,714

商品 558 658

仕掛品 9,084 4,344

預け金 17,913 9,939

その他 3,915 3,962

流動資産合計 52,497 55,271

固定資産   

有形固定資産 2,104 2,146

無形固定資産 2,457 2,421

投資その他の資産 11,826 13,915

固定資産合計 16,387 18,484

資産合計 68,884 73,755

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,460 11,130

未払法人税等 87 1,822

プログラム補修引当金 1,215 1,248

受注損失引当金 638 765

その他 10,973 11,246

流動負債合計 21,373 26,212

固定負債   

退職給付引当金 12,349 11,910

役員退職慰労引当金 191 191

その他 255 278

固定負債合計 12,795 12,379

負債合計 34,168 38,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,190 4,190

資本剰余金 6,279 6,279

利益剰余金 24,045 24,655

自己株式 △0 △0

株主資本合計 34,514 35,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204 41

繰延ヘッジ損益 △2 △2

評価・換算差額等合計 202 38

純資産合計 34,716 35,162

負債純資産合計 68,884 73,755
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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：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 23,304 22,372

売上原価 17,925 17,839

売上総利益 5,379 4,533

販売費及び一般管理費 4,980 4,530

営業利益 399 3

営業外収益   

受取利息 18 44

受取配当金 22 10

為替差益 53 －

雑収入 2 2

営業外収益合計 97 56

営業外費用   

支払利息 1 3

為替差損 － 22

雑損失 7 2

営業外費用合計 8 27

経常利益 487 32

特別損失   

投資有価証券評価損 102 －

特別損失合計 102 －

税金等調整前四半期純利益 385 32

法人税等 206 17

四半期純利益 178 15
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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) 

 該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

当社及び連結子会社の事業は、システムインテグレーション及びシステムサービス、ソフトウェア

開発、ソフトウェアパッケージ及び情報処理機器の販売等を行っており、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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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。 

  

【海外売上高】 

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。 

  

  

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) 

 該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(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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(1) 受注高 

                                        (単位：百万円) 

 

(2) 受注残高 

                                        (単位：百万円) 

 
  

(3) 販売実績 

                                        (単位：百万円)   

 
  

  

6.受注及び販売の状況

区分
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)

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)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

30,527 26,371 △4,157

ソフトウェアパッケージ事業 1,441 2,067 626

情報処理機器販売事業 5,255 6,085 829

合計 37,224 34,523 △2,702

区分
前第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)
当第１四半期会計期間末 
  (平成21年６月30日)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

22,796 19,396 △3,400

ソフトウェアパッケージ事業 714 1,414 700

情報処理機器販売事業 6,762 8,051 1,288

合計 30,273 28,861 △1,413

区分
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)

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)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

18,229 16,921 △1,309

ソフトウェアパッケージ事業 1,567 1,697 130

情報処理機器販売事業 3,507 3,754 247

合計 23,304 22,372 △933
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