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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 3,070 △17.4 △527 ― △531 ― △303 ―

21年3月期第1四半期 3,716 ― △590 ― △541 ― △334 ―

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 △26.49 ―

21年3月期第1四半期 △29.01 ―

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 15,066 7,311 48.5 638.18
21年3月期 15,456 7,533 48.7 658.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,311百万円 21年3月期  7,533百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

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

8,300 △14.2 △140 ― △160 ― △90 ― △7.86

通期 19,000 △2.8 330 ― 300 ― 160 ― 13.97



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、5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、5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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって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 11,793,600株 21年3月期  11,793,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  336,812株 21年3月期  347,314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 11,449,758株 21年3月期第1四半期 11,521,216株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機による厳しい経済環境が

続き、多くの企業が業績を悪化させ、設備投資も大幅に減少しております。一方、輸出や生産等には底

入れの兆しが見え始めたものの、景気はいまだ不安定で先行きの不透明感が拭えない状況です。 

情報サービス産業の事業環境におきましても、企業収益の悪化の影響を受け、製造業やサービス業な

どのＩＴ投資抑制傾向が続いております。また、顧客からの値引き要求など取引条件の悪化や新規投資

抑制の長期化、受注規模の減少等厳しい経営環境にあります。 

このような状況下当社グループは、プロジェクト統制の強化や内製化・分業化の推進など、事業運営

の徹底見直しにより収益性の改善を図るとともに、営業力強化とサービス事業の拡充など売上の拡大に

努めてまいりました。しかしながら、事業環境の悪化から顧客のＩＴ投資意欲が後退、大型案件の先送

りや取り消しなど受注が大幅に減少いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年度後半からの受注減少の影響を受け、30億70

百万円と、前年同期に比べ17.4％（前年同期は売上高37億16百万円）の減収となりました。利益面につ

きましては、ＰＭＯ活動の推進等プロジェクト統制の強化により、収益を悪化させるプロジェクトは昨

年に比べると格段に減少いたしました。また、外注費や人件費、賃借料など徹底した経費削減施策の実

施により、収益性の改善に努めましたが、営業損失５億27百万円（前年同期は営業損失５億90百万

円）、経常損失５億31百万円（前年同期は経常損失５億41百万円）、四半期純損失３億３百万円（前年

同期は四半期純損失３億34百万円）と、当第１四半期においては赤字決算となりました。 

当第１四半期連結累計期間の事業品目別の概況は次のとおりであります。 
  

システム開発の売上につきましては、銀行、保険、証券などの金融業向けシステム開発で売上を伸

ばすことができましたが、通信、運輸、自治体向けシステム開発の低迷に加え、製造業、サービス業

など民需系のシステム開発が前年同時期に比べ大幅に落ち込みました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間のシステム開発売上高は、16億91百万円(前年同期比20.6％

減)となりました。 
  

サービスの売上につきましては、システム導入後の保守サービスやシステム運用支援サービスな

ど、顧客支援サービスが前年に比べ大幅に増加したことから、売上高は９億17百万円（前年同期比

15.5％増）となりました。 

一方、引き続きシステム機器等販売の低迷により、ハードウェア保守の売上は減少し、２億58百万

円（前年同期比7.0％減）となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間のサービス売上高全体では、11億76百万円（前年同期比

9.7％増）となりました。 
  

システム機器等販売の売上につきましては、中堅・中小企業を中心にＩＴ投資の抑制傾向が続いて

おり、大幅に減少いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間のシステム機器等販売売上高は、２億２百万円（前年同期比

60.6％減）となりました。 
  
 

  

・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

＜システム開発＞

＜サービス＞

＜システム機器等販売＞

＜当社グループの四半期業績の特性について＞ 

 わが国では官庁、自治体は予算年度が４月から翌３月が原則であり、民間では事業年度を４月１

日から翌３月31日までと定めている企業が多いためシステムの導入、検収は年度の節目である９月

と３月に集中する傾向にあります。これにともない当社グループの業績の特徴として第２四半期連

結会計期間末、第４四半期連結会計期間末に検収が集中し、売上高・利益も多くなります。その一

方、第１四半期連結会計期間と第３四半期連結会計期間は検収が少なく、他の四半期連結会計期間

よりも売上高・利益が低い水準となる傾向にあります。



（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は150億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億

90百万円減少いたしました。流動資産は100億81百万円となり、６億64百万円減少いたしました。主な

要因は、現金及び預金の増加（18億55百万円）、受取手形及び売掛金の減少（31億91百万円）、仕掛品

の増加（４億99百万円）等であります。固定資産は49億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億

74百万円増加いたしました。主な要因は、土地の減少（１億10百万円）、投資有価証券の増加（１億56

百万円）、繰延税金資産の増加（２億17百万円）等であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は77億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億

68百万円減少いたしました。流動負債は40億円となり、１億49百万円減少いたしました。主な要因は、

支払手形及び買掛金の減少（１億87百万円）、未払金の減少（２億40百万円）、短期借入金の増加（75

百万円）等であります。固定負債は37億54百万円となり、19百万円減少いたしました。主な要因は、長

期借入金の減少（61百万円）、退職給付引当金の増加（55百万円）等であります。 

（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73億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億22百万円減少いたしました。主な要因は、第１四半期連結累計期間において四半期純損失の計上（３

億３百万円）等であります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.7%から48.5%となりま

した。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ18億55百万円増加し、54億79百万円となりました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は19億67百万円（前第１四半期連結累計期間は15億74百万円の収入）

となりました。主な要因は、売上債権の減少（32億84百万円）等による収入に対して、税金等調整前

四半期純損失の計上（５億37百万円）、たな卸資産の増加（５億52百万円）、仕入債務の減少（３億

41百万円）等の支出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） 

投資活動の結果使用した資金は71百万円（前第１四半期連結累計期間は88百万円の収入）となりま

した。主な要因は、投資有価証券の取得（50百万円）等による支出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） 

財務活動の結果使用した資金は44百万円（前第１四半期連結累計期間は１億14百万円の収入）とな

りました。主な要因は、短期借入金の増加（75百万円）等による収入に対して、長期借入金の約定弁

済（71百万円）、社債の償還（40百万円）等の支出によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況



今後の業績見通しにつきましては、昨年来の深刻な景気後退による厳しい受注環境の下、当第２四半

期連結累計期間の売上高は、従来の業績予想を下回ることが予想されます。その一方で、引き続き、外

注費など経費削減施策の徹底により、前年同期に比べて赤字幅は縮小する見込みですが、従来の業績予

想数値を確保することは困難な見通しです。 

このような状況を踏まえ、平成21年５月15日に公表した当第２四半期連結累計期間の業績予想につい

て修正いたします。 

詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、通期の業績予想につきましては、下期の売上につながる複数の引き合い案件を確保しつつある

ため、現時点におきましては平成21年５月15日に公表しました業績予想とおりといたします。 

  

 
  

（注）業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  
  

該当事項はありません。 
    

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

なお、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
    

・受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準等の変更 

受注制作のソフトウエア取引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１四半期連結累計期間に着手した受注制作のソフトウエア取

引から、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ソフトウ

エア取引については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウエア取引につ

いては完成基準を適用しております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間において、これによる損益に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

(連結業績予想)

第２四半期累計期間 通期

売上高 8,300百万円 売上高 19,000百万円

営業利益 △140百万円 営業利益 330百万円

経常利益 △160百万円 経常利益 300百万円

当期純利益 △90百万円 当期純利益 160百万円

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



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 5,776,212 3,921,120

受取手形及び売掛金 2,423,655 5,615,358

商品及び製品 159,145 106,299

仕掛品 887,978 388,806

繰延税金資産 375,786 405,698

その他 463,995 318,171

貸倒引当金 △5,195 △8,942

流動資産合計 10,081,579 10,746,511

固定資産   

有形固定資産   

土地 112,230 222,627

その他（純額） 271,890 258,977

有形固定資産合計 384,120 481,605

無形固定資産 106,106 108,181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,302,681 1,146,421

繰延税金資産 1,583,278 1,365,878

差入保証金 517,527 529,692

その他 1,175,930 1,167,367

貸倒引当金 △85,020 △88,832

投資その他の資産合計 4,494,398 4,120,528

固定資産合計 4,984,625 4,710,315

資産合計 15,066,204 15,456,826



（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 212,081 399,117

短期借入金 1,200,000 1,125,000

1年内返済予定の長期借入金 246,400 256,400

1年内償還予定の社債 350,000 390,000

未払金 1,180,230 1,420,688

未払法人税等 16,249 8,103

賞与引当金 214,237 249,756

受注損失引当金 － 8,801

その他 581,081 291,468

流動負債合計 4,000,280 4,149,335

固定負債   

長期借入金 1,137,000 1,198,600

退職給付引当金 2,373,239 2,317,308

役員退職慰労引当金 － 53,600

長期未払金 244,247 204,287

固定負債合計 3,754,487 3,773,795

負債合計 7,754,768 7,923,130

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 3,880,812 4,050,275

利益剰余金 △176,328 △40,942

自己株式 △111,657 △115,154

株主資本合計 7,367,925 7,669,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,425 △132,217

為替換算調整勘定 3,935 △3,365

評価・換算差額等合計 △56,490 △135,583

純資産合計 7,311,435 7,533,695

負債純資産合計 15,066,204 15,456,826



(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 3,716,458 3,070,070

売上原価 3,249,394 2,624,675

売上総利益 467,064 445,395

販売費及び一般管理費 1,057,440 972,782

営業損失（△） △590,376 △527,386

営業外収益   

受取利息 10,361 4,268

受取配当金 9,025 7,284

仕入割引 4,278 2,053

有価証券売却益 250 －

有価証券評価益 25,924 9,741

保険配当金 7,364 5,069

その他 1,352 3,451

営業外収益合計 58,557 31,867

営業外費用   

支払利息 5,981 12,369

有価証券売却損 － 1,451

持分法による投資損失 － 19,119

その他 4,111 2,789

営業外費用合計 10,092 35,728

経常損失（△） △541,911 △531,247

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8,056

特別利益合計 － 8,056

特別損失   

固定資産除売却損 － 14,357

特別損失合計 － 14,357

税金等調整前四半期純損失（△） △541,911 △537,548

法人税、住民税及び事業税 3,653 2,287

法人税等調整額 △211,352 △236,559

法人税等合計 △207,699 △234,271

四半期純損失（△） △334,212 △303,276



(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（△） △541,911 △537,548

減価償却費 10,230 26,015

退職給付引当金の増減額（△は減少） △95,011 55,931

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,200 1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 150,953 △35,519

受取利息及び受取配当金 △19,386 △11,552

仕入割引 △4,278 △2,053

支払利息 5,981 12,369

投資有価証券評価損益（△は益） △25,924 △9,741

投資有価証券売却損益（△は益） △250 1,451

持分法による投資損益（△は益） － 19,119

有形固定資産売却損益（△は益） － 14,357

売上債権の増減額（△は増加） 3,406,304 3,284,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △848,639 △552,018

仕入債務の増減額（△は減少） △332,624 △341,509

未払金の増減額（△は減少） 110,427 △125,593

未払消費税等の増減額（△は減少） △71,345 28

その他 8,884 159,468

小計 1,754,608 1,959,481

利息及び配当金の受取額 19,216 12,324

仕入割引の受取額 3,073 1,979

利息の支払額 △6,506 △13,443

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △195,756 7,437

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,574,635 1,967,779

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △4,217 △50,461

投資有価証券の売却による収入 100,000 4,235

有形固定資産の取得による支出 △700 △3,138

有形固定資産の売却による収入 － 9,965

無形固定資産の取得による支出 △4,347 △4,322

その他 △2,231 △27,564

投資活動によるキャッシュ・フロー 88,503 △71,286

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 75,000 75,000

長期借入れによる収入 220,000 －

長期借入金の返済による支出 △65,000 △71,600

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

リース債務の返済による支出 － △9,386

配当金の支払額 △92,020 －

その他 16,230 1,923

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,209 △44,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,753 2,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,773,594 1,855,091

現金及び現金同等物の期首残高 3,233,208 3,624,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,006,803 5,479,212



該当事項はありません。 

  

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)及び当第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) 

当社グループはソフトウェア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連機

器販売及びソフトウェア開発の両面を事業分野としております。 

顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウェア開発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情報として開示する事項はありません。 

  

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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

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)及び当第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) 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 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】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




