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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 3,113 △9.7 △297 ― △295 ― △213 ―
21年3月期第1四半期 3,449 ― △192 ― △185 ― △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 △24.36 ―
21年3月期第1四半期 △14.62 ―

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 9,502 6,458 64.5 695.77
21年3月期 10,217 6,735 62.1 726.67

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  6,125百万円 21年3月期  6,343百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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

6,900 △7.3 30 △87.0 30 △87.6 5 △94.9 0.56

通期 15,000 △3.7 350 △40.6 350 △43.2 160 △13.5 17.84



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  無  

(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 
 本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報等による判断及び仮定により算
出しております。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありま
すのでご承知おき下さい。なお業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表】
３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 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 9,046,000株 21年3月期 8,971,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 242,588株 21年3月期 242,588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 8,752,162株 21年3月期第1四半期 8,777,451株



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

 日本国経済の状況は、厳しい経済環境の中、一部に景気下げ止まりの兆しや景気持ち直しの動きも出ております

が、景気回復とするにはその動きが弱いため、今後も厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような経済環境のもと、当社グループにおいては、売上高はほぼ業績見通し通りに推移したものの、年初に急

速に悪化した景気の影響を受け、コンサルティング事業の売上が前年に比較して大きく減少しましたが、対応する固

定費の圧縮が追いつかず、売上総利益を減少させる結果となりました。当第１四半期における業績は売上高3,113百

万円、営業利益△297百万円、経常利益△295百万円、四半期純利益△213百万円となりました。経営成績の概要につ

いて以下に事業分野別に記載いたします。 

  

 コンサルティング事業分野は、急激な景気悪化の影響を受けて顧客企業が総じてコスト削減に動いたため、需要動

向の影響を短期的に受けやすいコンサルティング案件の受注が低迷いたしました。当該ビジネス分野に関わる製造固

定費の低減をいたしましたが、急激な売上減少に追随できず、売上・利益とも前年を大幅に下回る結果となりまし

た。ＳＩ（システム・インテグレーション）におきましては、定着化に関わる売上は減少いたしましたが、ＳＩ開発

案件自体は引き合いが増加基調であり、実績としては概ね前年並みの売上を維持しております。 

 システム開発事業分野は、当セグメントの主要マーケットである証券業界においては、同業界の業績低迷の影響を

受け情報化投資の先送りが顕著となり、かつ、顧客企業からの単価引下げ要求が厳しい事もあって、売上・利益とも

前年を下回りました。一方で銀行・保険等の業界は証券業界と比較して受注が確保できており、前年を上回る結果と

なりました。会計システムの開発に関しましては、ＳＥＳ（システム・エンジニアリング・サービス）において開発

要員の削減の動きがあるものの、名古屋地区や大阪地区における重点顧客からの受注により前年を上回る売上を確保

しております。 

 アウトソーシング事業分野は、給与・労務等に関わるアウトソーシング及び経理・財務等のアウトソーシングが順

調に売上規模を拡大しております。人材派遣は業種や地域によって明暗が分かれ、業種では製造業、地域では東海地

区においては前年を下回ったものの、その他の業種・地域では一定の増加をしております。前年第３四半期会計期間

において、外資系企業に対してＩＴに特化した人材派遣や人材紹介サービス、システムのアウトソーシングサービス

を展開する事業を譲り受けており、当該事業にかかわる売上高が当会計期間において200百万円程度発生しており、

売上高の増加に寄与いたしましたが、当初予定より売上総利益率が低下したため、利益には貢献できませんでした。

 営業利益につきましては、コンサルティング事業における収益悪化を主たる要因として前年を下回る結果となりま

した。 

  

（当社の事業特性について） 

 従来より、当社のコンサルティング事業及びシステム開発事業では、請負契約による当社の成果物に対する検収が

顧客の事業年度末に集中する傾向が強く、その結果当社の売上高及び利益は第２四半期及び第４四半期に偏る傾向が

あります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期末の資産合計は9,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ715百万円の減少となりました。この減

少は、現金及び預金の減少97百万円、売上の偏重により前期末に集中して計上された売掛金の減少969百万円、ソフ

トウェアの受注開発に関わる収益認識に関して進行基準を適用したことによる未収入金の増加を主たる要因としたそ

の他の増加292百万円等によります。なお、売掛金の変動は売上高が第４四半期に偏重することに起因しておりま

す。 

 当第１四半期末の負債合計は3,043百万円と、前連結会計年度末に比べ438百万円の減少となりました。この減少

は、主に前期末に委託費計上した債務の支払による買掛金の減少273百万円、引当対象期間の違いによる賞与引当金

の減少251百万円、未払法人税等の減少101百万円等によります。なお、買掛金の変動は売上高が第４四半期に偏重す

ることに起因しております。 

 当第１四半期末の純資産合計は6,458百万円と、前連結会計年度末に比べ277百万円減少しました。この減少は、剰

余金の配当及び四半期純損失による利益剰余金の減少266百万円によります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当第１四半期におきましては、売上高は概ね予定通りに推移しておりますので、現時点におきましては業績予想の

見直しを行っておりません。なお、当社グループの売上は各事業年度における新規の受注に依存しておりますので、

第２四半期以降の業績に関しましては、現在の厳しい受注環境の影響を受ける可能性があります。また、利益の確保

に関しましては、上記「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載の通り、一部で売上の減少や単価引き下げ等



・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開発のうち、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開発については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の開発に

ついては完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は156,549千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

28,352千円増加しております。  

のマイナス要因が存在しますが、引き続きグループを挙げてプロジェクト管理及び販管費の管理に注力することによ

り対処してまいります。 

  

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

該当事項はありません。 

  

(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 5,109,450 5,206,507

売掛金 1,448,336 2,417,561

仕掛品 228,941 157,444

その他 742,783 450,662

貸倒引当金 △82 △236

流動資産合計 7,529,428 8,231,938

固定資産   

有形固定資産 172,738 179,710

無形固定資産 208,642 218,385

投資その他の資産   

その他 1,597,746 1,594,377

貸倒引当金 △6,802 △7,577

投資その他の資産合計 1,590,944 1,586,800

固定資産合計 1,972,324 1,984,895

資産合計 9,501,752 10,216,833

負債の部   

流動負債   

買掛金 319,624 592,135

短期借入金 50,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 4,000 4,000

未払法人税等 11,075 112,521

賞与引当金 302,220 553,564

役員賞与引当金 5,625 32,500

その他の引当金 160 15,417

その他 762,395 554,616

流動負債合計 1,455,099 1,884,753

固定負債   

退職給付引当金 1,430,393 1,430,231

役員退職慰労引当金 131,391 141,976

その他 26,403 24,691

固定負債合計 1,588,187 1,596,898

負債合計 3,043,286 3,481,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,219,240

資本剰余金 2,669,438 2,655,188

利益剰余金 1,356,536 1,622,151

自己株式 △116,455 △116,455

株主資本合計 6,143,009 6,380,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,835 △37,433

評価・換算差額等合計 △17,835 △37,433

少数株主持分 333,292 392,491

純資産合計 6,458,466 6,735,182

負債純資産合計 9,501,752 10,216,833



(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 3,448,739 3,112,650

売上原価 2,905,344 2,747,649

売上総利益 543,395 365,001

販売費及び一般管理費 735,148 662,165

営業損失（△） △191,753 △297,164

営業外収益   

受取利息 710 2,198

受取配当金 2,306 2,457

その他 5,263 2,338

営業外収益合計 8,279 6,993

営業外費用   

支払利息 397 237

投資事業組合費用 － 2,308

支払手数料 422 399

事務所移転費用 － 1,411

その他 830 780

営業外費用合計 1,649 5,135

経常損失（△） △185,123 △295,306

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 948

移転補償金 － 3,000

特別利益合計 － 3,948

特別損失   

固定資産除却損 － 1,211

投資有価証券評価損 1,650 －

ソフトウェア構築補償等損失 1,657 －

事業構造改善費用 － 1,120

その他 100 －

特別損失合計 3,407 2,331

税金等調整前四半期純損失（△） △188,530 △293,689

法人税、住民税及び事業税 6,911 4,391

法人税等調整額 △62,316 △78,929

法人税等合計 △55,405 △74,538

少数株主損失（△） △4,783 △5,906

四半期純損失（△） △128,342 △213,245



該当事項はありません。 

   

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。 

  

(4) 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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