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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 7,129 △9.7 △245 ― △244 ― △157 ―
21年3月期第1四半期 7,897 ― 129 ― 128 ― 68 ―

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 △24.87 ―
21年3月期第1四半期 10.75 ―

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 11,999 4,813 36.8 694.57
21年3月期 13,399 5,096 35.0 738.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,411百万円 21年3月期  4,689百万円

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

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  有   

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

14,000 △7.3 50 △85.2 50 △85.3 30 △83.6 4.72

通期 30,000 △1.9 700 △21.4 700 △21.5 400 △21.0 62.98
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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３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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 
１． 平成21年５月15日に公表いたしました業績予想を、修正しております。 
２． 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。実際の業績等は、 
   業況の変化等により、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 6,355,000株 21年3月期  6,355,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,688株 21年3月期  3,588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 6,351,411株 21年3月期第1四半期 6,351,666株
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 当第１四半期連結会計期間のわが国の経済は、昨年度後半からの景気後退が深刻化し、企業収益の悪化や設備投資

の減少、雇用情勢の不安など極めて厳しい環境で推移し、今後も暫くこの状況が続くものと思われます。 

 当情報サービス産業界においても、顧客の情報化投資の延期、凍結などによる需要の落ち込みが続いております。

  このような事業環境にあって当社グループは、常に改革・改善を図ることと、新分野への進出等による競争力強化

を行ってまいりました。 

 しかしながら、主としてシステム機器販売事業において主要顧客からの受注が大幅に減少したため、売上高は71億

29百万円（前年同期比9.7％減）となりました。また、利益は売上高の減少並びに情報処理サービス事業及びシステ

ム開発事業の中のビジネスシステム部門の粗利益及び操業度が低下したことや、システム機器販売事業の粗利益が低

下したこと等により、経常損失２億44百万円、純損失１億57百万円となりました。 

 以下、事業別の概況は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕  

  当事業は操業度の低下により、売上高は17億６百万円（前年同期比12.1％減）となりました。 

〔システム開発事業〕 

  当事業はビジネスシステム部門において操業度の低下がありましたが、エンジニアリングシステム部門において

は受注が堅調であったため、売上高は24億51百万円（前年同期比12.3％増）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

  当事業は主要顧客からの受注が減少し、売上高は29億71百万円（前年同期比21.2％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて13億99百万円減少し119億99百万

円となりました。受取手形及び売掛金の減少が主な要因となっております。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて11億17百万円減少し71億85百万円

となりました。買掛金、未払費用の減少が主な要因となっております。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に２億82百万円減少し48億13百万円とな

りました。利益剰余金の減少が主な要因となっております。 

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想を修正して

おります。詳しくは、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

  

 該当事項はありません。  

  

   税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。  

  

 受注製作のソフトウェア開発案件に係る収益の計上基準については、従来、完成基準を採用しておりました

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製作のソフトウェア開発案件から、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案件については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の案件については完成基準を適用しております。なお、当第１四半期連結会計期間において

は対象案件がないため損益への影響はありません。   

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

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 916,225 986,791

受取手形及び売掛金 4,864,068 6,413,515

商品 519,210 865,934

仕掛品 829,566 555,796

その他 1,361,888 1,082,442

貸倒引当金 △10,915 △16,172

流動資産合計 8,480,044 9,888,309

固定資産   

有形固定資産 1,621,348 1,630,351

無形固定資産 181,244 173,697

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,302,408 1,307,198

その他 414,458 399,821

貸倒引当金 △180 △180

投資その他の資産合計 1,716,687 1,706,840

固定資産合計 3,519,279 3,510,889

資産合計 11,999,324 13,399,198

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,408,726 2,061,320

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払費用 1,482,923 2,287,245

未払法人税等 2,222 34,965

工事損失引当金 40,924 47,130

その他 802,075 396,667

流動負債合計 4,036,872 5,127,329

固定負債   

退職給付引当金 3,071,361 3,054,430

役員退職慰労引当金 56,685 98,884

その他 20,650 22,475

固定負債合計 3,148,698 3,175,790

負債合計 7,185,570 8,303,120
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 3,897,738 4,182,715

自己株式 △2,697 △2,631

株主資本合計 4,830,982 5,116,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,185 1,202

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計 △419,535 △426,517

少数株主持分 402,306 406,570

純資産合計 4,813,753 5,096,078

負債純資産合計 11,999,324 13,399,198
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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 7,897,213 7,129,713

売上原価 6,696,837 6,242,132

売上総利益 1,200,375 887,581

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 509,279 554,834

その他 561,904 578,456

販売費及び一般管理費合計 1,071,184 1,133,291

営業利益又は営業損失（△） 129,191 △245,710

営業外収益   

受取利息 823 1,158

受取配当金 549 1,005

その他 20 186

営業外収益合計 1,393 2,350

営業外費用   

支払利息 1,720 1,243

その他 57 33

営業外費用合計 1,777 1,277

経常利益又は経常損失（△） 128,807 △244,637

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,913 5,257

特別利益合計 4,913 5,257

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

133,720 △239,379

法人税等 60,674 △83,046

少数株主利益 4,779 1,615

四半期純利益又は四半期純損失（△） 68,266 △157,948
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容としてお

り、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメントとして開示する事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点が

ないため開示する事項はありません。 

   

当第１四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

   

  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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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