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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 1,644 △11.5 △31 ― △35 ― △41 ―

21年3月期第1四半期 1,857 ― △9 ― △12 ― △36 ―

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 △19.94 ―

21年3月期第1四半期 △18.42 ―

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 4,950 1,992 40.2 953.25
21年3月期 4,951 2,137 43.2 1,022.85

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,992百万円 21年3月期  2,137百万円

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 50.00 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

3,792 △8.0 86 △58.9 75 △63.0 36 △63.8 17.46

通期 8,460 △7.5 609 14.8 588 13.3 322 9.3 154.25
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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、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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 2,090,000株 21年3月期  2,090,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  66株 21年3月期  66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 2,089,934株 21年3月期第1四半期 1,977,500株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀が発表した６月の短観（企業短期経済観測調

査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（ＤＩ）はマイナス48と依然として厳しい状況が続い

ておりますが、今年３月の前回調査からみれば10ポイントの改善、３か月見通しでも改善が見込まれてお

り、昨年秋以降、金融危機を発端とした世界経済の混乱により急落した日本経済も底打ちの兆しが見えつ

つあります。しかし、2009年度の企業の設備投資計画は抑制気味で、特に当社グループの事業に係わりが

強いソフトウエア投資額では、全産業で前年度比10.6％の減少、大企業製造業では前年度比15.9％の減少

となっており当社グループ事業への影響が懸念されるところであります。  

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、平成21年５月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比0.5％増加し

ました。主力の「受注ソフトウエア」売上高は、同0.5％増であります。売上増加の背景には、通信業向

けシステム開発などが増加したことが挙げられます。５月の売上高は、４か月ぶりに増加したものの、企

業における設備投資意欲はまだまだ弱く当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況となっておりま

す。  

 このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、企業業績の悪化による需

要低迷や顧客からの発注単価の値下げ要請などで足元の受注環境はかなり悪化しております。自動車関連

製造業や工作機械メーカーなど主要顧客からの受注は減少を余儀なくされ主要業務であるＳＩサービス業

務の売上高は、1,049,993千円（前年同期比17.9％減）となりました。ソフトウエア開発業務において

は、既存顧客からのリピートオーダーを安定的に確保できたことから売上高は、469,316千円（前年同期

比7.4％増）となりました。ソフトウエアプロダクト業務におきましては、コールセンター向け商品や次

世代通販業向けのパッケージ商品の販売が伸び悩み売上高は、91,577千円（前年同期比4.0％減）とな

り、商品販売ではパソコン等の買換え需要の落ち込み等で売上高は、32,437千円（前年同期比25.8％

減）、その他のＷＥＢサイトの運営等の売上高は、973千円（前年同期比5.3％減）となりました。  

 収益面におきましては、４月に採用した新入社員75名が教育研修等により売上に寄与できていないこと

や、受注環境の悪化に伴う技術者の待機工数の発生が、収益を圧迫する結果となりました。一方で、収益

確保の向上を目指し従来から取り組んでいるＰＲＭ（Project Risk Management）活動の徹底や、生産コ

スト削減のため外部への発注を減らし内製化に切り替える政策等を推進してまいりました。また、前期後

半より実施しております不要不急の経費を抑えるなどの経費節減への取り組みも継続してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高1,644,298千円（前年同期比11.4％

減）、営業損失31,993千円、経常損失35,665千円、四半期純損失41,668千円となりました。 
  

総資産は、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末

に比べ460千円減少し、4,950,583千円となりました。 

負債は、賞与資金の借り入れなどにより、前連結会計年度末に比べ144,998千円増加し、2,958,356千円

となりました。 

純資産は、四半期純損失を計上したことや剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ

145,459千円減少し、1,992,227千円となりました。 
  

平成22年３月期第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に公

表いたしました業績予想からの変更はありません。 
  

【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。 

  

（簡便な会計処理） 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

② 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。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用については、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。 
  

① 受注制作のソフトウエアに係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

会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したプロジェクトから、進捗部分について成

果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他のプロジェクトについては工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

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)

(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：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 1,715,139 1,050,624

受取手形及び売掛金 1,539,088 2,265,903

商品及び製品 4,504 4,919

仕掛品 183,559 110,911

原材料及び貯蔵品 5,444 5,441

その他 183,304 178,167

貸倒引当金 △153 △396

流動資産合計 3,630,886 3,615,572

固定資産   

有形固定資産   

土地 604,806 604,806

その他（純額） 229,785 236,407

有形固定資産合計 834,592 841,214

無形固定資産   

のれん 42,082 46,751

その他 211,850 217,076

無形固定資産合計 253,932 263,828

投資その他の資産 231,171 230,428

固定資産合計 1,319,696 1,335,472

資産合計 4,950,583 4,951,044
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 418,847 624,542

短期借入金 400,000 －

1年内返済予定の長期借入金 556,410 526,151

未払法人税等 10,789 126,833

賞与引当金 138,725 302,690

受注損失引当金 7,795 －

その他 542,241 452,552

流動負債合計 2,074,808 2,032,769

固定負債   

長期借入金 676,667 578,652

退職給付引当金 163,697 154,744

その他 43,183 47,191

固定負債合計 883,547 780,588

負債合計 2,958,356 2,813,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,150 550,150

資本剰余金 517,550 517,550

利益剰余金 919,488 1,065,652

自己株式 △66 △66

株主資本合計 1,987,121 2,133,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,105 4,399

評価・換算差額等合計 5,105 4,399

純資産合計 1,992,227 2,137,686

負債純資産合計 4,950,583 4,951,044
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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 1,857,222 1,644,298

売上原価 1,514,356 1,369,646

売上総利益 342,866 274,652

販売費及び一般管理費 352,237 306,645

営業損失（△） △9,371 △31,993

営業外収益   

受取利息 34 24

受取配当金 175 175

受取家賃 282 270

受取手数料 285 189

その他 15 52

営業外収益合計 794 710

営業外費用   

支払利息 3,316 4,309

その他 748 73

営業外費用合計 4,064 4,382

経常損失（△） △12,640 △35,665

特別利益   

固定資産売却益 191 －

貸倒引当金戻入額 112 242

特別利益合計 303 242

特別損失   

固定資産除却損 147 34

ゴルフ会員権売却損 84 －

特別損失合計 231 34

税金等調整前四半期純損失（△） △12,569 △35,456

法人税等 23,857 6,211

四半期純損失（△） △36,426 △41,668
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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損失（△） △12,569 △35,456

減価償却費 26,271 24,845

のれん償却額 4,669 4,669

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,156 △163,964

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 7,795

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,100 8,952

売上債権の増減額（△は増加） 476,827 798,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △188,409 △72,235

仕入債務の増減額（△は減少） △147,600 △211,974

その他 56,356 20,546

小計 76,491 381,242

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145,485 △117,558

その他の支出 △3,772 △4,669

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,766 259,014

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 △2,853 △2,077

無形固定資産の取得による支出 △14,571 △10,539

その他 630 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,794 △12,617

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 400,000

長期借入れによる収入 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △121,799 △171,726

株式の発行による収入 145,500 －

リース債務の返済による支出 △8,410 △5,659

配当金の支払額 △97,000 △104,496

財務活動によるキャッシュ・フロー 618,290 418,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 528,729 664,514

現金及び現金同等物の期首残高 338,604 1,015,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 867,334 1,680,009
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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。 

  

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。 

  

(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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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 当第１四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 外注実績 

 当第１四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

業務区分

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

ＳＩサービス業務 1,148,836 75.6

ソフトウエア開発業務 469,316 107.4

ソフトウエアプロダクト業務 93,207 96.0

その他 973 94.6

合計 1,712,333 83.4

業務区分

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

外注高(千円) 前年同期比(％)

ＳＩサービス業務 426,856 60.3

ソフトウエア開発業務 148,393 92.2

ソフトウエアプロダクト業務 9,089 123.0

その他 20 91.0

合計 584,359 66.7

業務区分

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

仕入高(千円) 前年同期比(％)

商品販売 18,010 61.7
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(4) 受注実績 

 当第１四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(5) 販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

業務区分

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ＳＩサービス業務 1,137,768 79.8 744,959 62.8

ソフトウエア開発業務 495,718 88.5 260,634 68.4

ソフトウエアプロダクト業務 98,306 92.1 14,040 66.2

商品販売 31,261 73.2 3,044 190.4

合計 1,763,055 82.6 1,022,678 64.3

業務区分

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

ＳＩサービス業務 1,049,993 82.1

ソフトウエア開発業務 469,316 107.4

ソフトウエアプロダクト業務 91,577 96.0

商品販売 32,437 74.2

その他 973 94.7

合計 1,644,298 88.6

相手先

前第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 441,907 23.7 339,110 20.6

㈱トヨタコミュニケーションシステム 163,676 8.8 199,181 12.1
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