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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 1,133 67.5 28 ― 41 ― 28 ―

21年3月期第1四半期 676 ― △103 ― △72 ― △56 ―

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 346.10 ―

21年3月期第1四半期 △690.98 ―

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 5,111 3,337 65.3 40,696.56
21年3月期 4,966 3,344 67.3 40,784.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,337百万円 21年3月期  3,344百万円

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 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

500.00 ― 500.00 1,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
売上及び利益共に下期に偏重する傾向があるため、第２四半期累計期間の業績予想は行っておりません。 
また、平成21年7月21日付で、株式会社エフプラスの全株式を取得し子会社化しております。本件が業績に与える影響につきましては、合理的に算出が可
能となった時点で速やかにお知らせいたします。 

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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,750 △17.9 490 △22.4 510 △23.5 290 10.8 3,536.59

Owner
ＯＤＫロゴ



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  無  

(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） 

（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) 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） 22年3月期第1四半期 82,000株 21年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 82,000株 21年3月期第1四半期 82,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 



 当第１四半期（平成21年４月１日～６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退に下げ止

まりの兆しを見せておりますが、本格回復には力強さを欠いており、依然、企業の設備投資姿勢は慎重であります。

情報サービス業界におきましては、底入れ感の見えぬ景気先行きから、平成20年９月以降、IT投資抑制による減収傾

向が続いており、未だ状況好転に至っておりません。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成21年５月分確

報）より〕 

 当第１四半期累計期間の売上高は、システム機器の販売等により 千円（前年同四半期比 %増）とな

りました。営業利益は 千円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常利益は 千円（前年同四半期

は経常損失 千円）、四半期純利益は 千円（前年同四半期は四半期純損失 千円）となりました。 

 なお、当社事業は、システム開発の売上計上が顧客の決算期である３月に集中するほか、学校法人向け情報処理ア

ウトソーシングを中心とするシステム運用売上も第４四半期会計期間に急増するという特性があります。このため、

第１四半期累計期間の売上高及び利益共に、他の四半期に比べ極めて低い水準にとどまる傾向にあります。  

  

 当第１四半期会計期間末の総資産は、 千円と前事業年度末に比べ 千円増加しました。これは主に

システム機器入替による有形固定資産の増加、投資有価証券の購入等によるものです。負債については、主に買掛金

の増加により、 千円と前事業年度末に比べ 千円増加しました。純資産については、 千円

と前事業年度末に比べ 千円減少しました。 

  

 また、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 千円増加し、

千円となりました。当第１四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下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、 千円の収入（前年同四半期は 千円の支出）となりました。これは主に売上債権の

減少及び仕入債務の増加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、 千円の支出（前年同四半期は 千円の収入）となりました。主な支出の増加要因

は、投資有価証券の取得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） 

 財務活動の結果、 千円の支出（前年同四半期は 千円の支出）となりました。これは主に配当金の支払

によるものであります。 

  

 当第１四半期累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期業績予想につきましては、平成21年４月

30日に公表いたしました業績予想と変更はございません。なお、当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベー

スでの運用受託が中心であり、売上高及び利益共に下期に偏重する傾向があるため、第２四半期累計期間の業績予想

は行っておりません。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

1,133,419 67.5

28,145 103,348 41,096

72,486 28,380 56,659

２．財政状態に関する定性的情報

5,111,124 144,163

1,774,006 151,396 3,337,118

7,233

169,849 682,984

448,991 130,868

231,218 154,003

47,923 56,419

３．業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。  

  

受注制作のソフトウェアの売上高及び売上原価の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収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１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会

計期間に着手した受注契約から、当第１四半期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契

約については進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用して

おります。 

 これにより、当第１四半期会計期間の損益に与える影響はありません。  

  

（追加情報） 

役員退職慰労金制度の廃止 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成21年６月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止にともなう打

切り支給議案が承認可決されました。 

 これにともない、役員退職慰労引当金を取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の長期未払金に計上してお

ります。 

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 872,984 703,134

売掛金 818,015 1,159,689

有価証券 300,450 299,650

商品及び製品 2,982 2,556

仕掛品 137,029 102,823

繰延税金資産 96,827 82,275

その他 54,449 76,779

貸倒引当金 △4,902 △6,951

流動資産合計 2,277,836 2,419,958

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,074 241,164

工具、器具及び備品（純額） 113,346 65,770

リース資産（純額） 118,945 68,768

建設仮勘定 16,582 1,607

有形固定資産合計 475,949 377,311

無形固定資産   

ソフトウエア 174,403 186,712

リース資産 74,749 64,997

その他 4,503 4,510

無形固定資産合計 253,657 256,220

投資その他の資産   

投資有価証券 675,157 471,615

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 311,872 316,520

長期預金 350,000 350,000

差入保証金 171,931 170,985

その他 94,764 104,397

貸倒引当金 △45 △49

投資その他の資産合計 2,103,681 1,913,470

固定資産合計 2,833,287 2,547,003

資産合計 5,111,124 4,966,961



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 322,762 164,416

リース債務 43,540 29,244

未払金 43,694 10,635

未払費用 91,771 84,396

未払法人税等 27,293 176,247

賞与引当金 199,489 138,000

その他 82,433 93,244

流動負債合計 810,985 696,185

固定負債   

リース債務 164,550 114,707

退職給付引当金 596,960 620,525

役員退職慰労引当金 － 161,232

長期未払金 201,510 29,960

固定負債合計 963,020 926,424

負債合計 1,774,006 1,622,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 2,103,268 2,115,887

株主資本合計 3,347,668 3,360,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,550 △15,936

評価・換算差額等合計 △10,550 △15,936

純資産合計 3,337,118 3,344,351

負債純資産合計 5,111,124 4,966,961



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 676,560 1,133,419

売上原価 618,818 937,367

売上総利益 57,742 196,052

販売費及び一般管理費 161,091 167,907

営業利益又は営業損失（△） △103,348 28,145

営業外収益   

受取利息 2,487 1,705

受取配当金 732 101

退職給付引当金戻入額 － 12,335

保険解約返戻金 27,585 －

その他 276 249

営業外収益合計 31,082 14,392

営業外費用   

支払利息 219 1,441

営業外費用合計 219 1,441

経常利益又は経常損失（△） △72,486 41,096

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,704 2,053

ゴルフ会員権売却益 － 602

特別利益合計 3,704 2,655

特別損失   

事務所移転費用 18,108 －

特別損失合計 18,108 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △86,890 43,751

法人税、住民税及び事業税 3,010 25,274

法人税等調整額 △33,241 △9,903

法人税等合計 △30,230 15,371

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,659 28,380



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△86,890 43,751

減価償却費 38,013 55,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,704 △2,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,000 61,489

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,823 △23,564

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,263 △161,232

長期未払金の増減額（△は減少） － 201,510

受取利息及び受取配当金 △3,220 △1,807

支払利息 219 1,441

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △602

売上債権の増減額（△は増加） 618,779 341,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △389,977 △34,632

仕入債務の増減額（△は減少） △40,972 158,346

前受収益の増減額（△は減少） － 23,222

未収消費税等の増減額（△は増加） △8,766 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,913 △45,907

その他 136,293 929

小計 204,773 617,715

利息及び配当金の受取額 2,702 1,077

利息の支払額 △219 △1,485

法人税等の支払額 △338,125 △168,316

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,868 448,991

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 △90,000 △90,000

定期預金の払戻による収入 290,000 90,000

有価証券の償還による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △99,874 △200,021

投資有価証券の償還による収入 818 1,367

ゴルフ会員権の売却による収入 － 952

有形固定資産の取得による支出 △45,165 △33,076

無形固定資産の取得による支出 △1,564 △240

貸付金の増減額（△は増加） △340 747

差入保証金の差入による支出 － △946

その他 128 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,003 △231,218

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △14,778

配当金の支払額 △56,419 △33,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,419 △47,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,285 169,849

現金及び現金同等物の期首残高 972,617 513,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 939,332 682,984



 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



 当社は、平成21年７月17日開催の取締役会決議に基づき、平成21年７月21日付で株式会社エフプラスの全株式を取

得し、完全子会社といたしました。 

  

(1）株式取得の目的 

 当社では、収益構造改革の実現に向けて、当社とのシナジー効果が期待できる事業者とのアライアンスの検討

等を鋭意進めております。 

 株式会社エフプラスは、金融機関向けシステムの開発をはじめ、流通・出版業へのシステムソリューションを

提案するなど、金融及び教育関連向け業務に強みを持っております。 

 今回の株式取得により、当社の学校法人向け業務を効果的に拡大発展させるとともに、相互のノウハウを融合

させ、両社の顧客満足度向上を実現してまいります。 

(2）株式取得の相手会社の名称 

 株式会社ネットインデックス 

(3）取得した会社の概要 

 名称：株式会社エフプラス 

 主な事業内容：金融機関向けシステムの開発事業、流通・出版業の業務系システムの開発事業 

 規模：資本金   50,000千円 

    従業員数 13名 

(4）取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

 取得した株式数 1,000株 

 取得価額 277,000千円 

 取得後の持分比率 100％ 

(5）支払資金の調達及び支払方法 

 自己資金による一括支払  

  

６．その他の情報
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