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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 20,311 ― 1,049 ― 1,178 ― 578 ―
20年12月期第2四半期 22,717 13.3 1,852 68.9 1,990 50.3 1,096 179.4

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

21年12月期第2四半期 28.90 ―
20年12月期第2四半期 53.51 ―

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

21年12月期第2四半期 29,279 19,385 64.9 950.14
20年12月期 29,713 18,708 61.6 915.93

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  19,000百万円 20年12月期  18,316百万円

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

20年12月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年12月期 ― 16.00
21年12月期 
（予想）

― 16.00 32.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 42,000 △3.9 2,600 △20.2 2,800 △19.8 1,400 △24.1 70.01
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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、４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２月13日発表の連結業績予想を修正しておりません。業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および発表日現在における
仮定等に基づいて作成したものであり、不確実な要因等を含んでおります。上記業績予想に関する事項については添付資料をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、第１四半期連結会計
期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項
第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
３．当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より百万円単位で
記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 21,541,400株 20年12月期 21,541,400株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 1,543,882株 20年12月期 1,543,882株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 19,997,518株 20年12月期第2四半期 20,485,468株
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（１）概況  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年6月30日)におけるわが国の経済は、一部の景気動向

調査等で景気底打ちの報告はあったものの、昨年来の世界経済の急減速を受けた企業業績の悪化や設備投資の減少が

続いたため、極めて厳しい状況で推移いたしました。当社グループの属する情報サービス産業においてはIT投資抑制

の動きが一段と強まり、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済環境のもと、当社グループでは、BPO/BTOサービスなど強みを持つ特化分野を中心に収益の確保に

努めました。また、M&Aやサービス開発などBPO/BTO事業の拡充に向けた投資を行う一方で、厳しい経営環境に対応し

て販管費の節減、人件費の抑制など全社的なコスト低減に注力いたしました。 

 このような活動の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は次の通りとなりました。 

 売上高は、第１四半期連結会計期間に引き続きBPO/BTOサービスセグメントは堅調に推移したものの、前年同期に

計上した信託向け大型年金案件の反動減などにより、前年同期比10.6％減少の203億11百万円となりました。 

 損益面については、減収の影響に加え、不採算案件の増加などにより売上総利益は前年同期比21.1％減少の36億13

百万円となりました。その結果、営業利益は前年同期比43.3％減少の10億49百万円、経常利益は前年同期比40.8％減

少の11億78百万円、四半期純利益は前年同期比47.3％減少の5億78百万円となりました。 

  

 なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しているため、文中の前年同期比は参考として

記載しております。 

  

（２）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注高は、医薬向けがBPO/BTOサービスを中心に好調に推移しました。しか

し、前年同期に複数年契約等の大型案件の受注があったことの反動、および金融機関向けの減少などにより、前年同

期比21.3％減少の197億39百万円となりました。 

  

（３）セグメント別の概況 

＜システム構築サービス＞ 

 前年同期に計上した大型年金案件や統合案件の反動等により、システム構築サービスの当第２四半期連結累計期間

の売上高は、前年同期比22.9％減少の88億48百万円となりました。 

＜システム運用管理サービス＞ 

 前年同期に計上した顧客企業の経営統合に伴う売上の剥落はあったものの、サービス業の顧客向けにシステムリプ

レースに伴うハードウエア売上がありました。その結果、システム運用管理サービスの当第２四半期連結累計期間の

売上高は、前年同期比1.1％増加の92億4百万円となりました。 

＜BPO/BTOサービス＞ 

子会社を含め医薬BTOサービスが堅調に推移しました。その結果、BPO/BTOサービスの当第２四半期連結累計期間の

売上高は、前年同期比5.9％増加の22億58百万円となりました。   

   ※BPO：Business Process Outsourcing  BTO：Business Transformation Outsourcing 

  

(１)資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億34百万円減少して292億79百万円とな

り、負債は、前連結会計年度末に比べて11億11百万円減少して98億93百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が２億78百万円増加したほか、評価・換算差額等が４億６百万円増加したことにより、前連

結会計年度末に比べて６億76百万円増加し、193億85百万円となりました。       

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が11億42百万円あったほか、売上債権の減少額

が12億83百万円、法人税等の支払額が10億73百万円あったこと等により、８億50百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が５億54百万円、関係会社株式の取得によ

る支出が３億55百万円あったこと等により、９億44百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が２億99百万円、少数株主への配当金の支払額が53百万円

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
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あったことにより、３億52百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末においては、現金および現金同等物は前連結会計年度末比３億86百万円

減少し、71億39百万円となりました。 

  

 各企業におけるIT投資抑制の傾向は継続しており、受注環境は期初の想定以上に厳しいものとなっています。した

がって、当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さない状況が続くと考えられますが、BPO/BTOサービスなどの

強みを持つ特化分野を中心に受注拡大に努めるとともに、全社的なコスト低減策を推し進めるなどして、業績の確保

に努めてまいります。なお、通期連結業績予想の修正は行っておりません。  

   

  該当事項はありません。  

  

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。 

  

 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。なお、第１四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

 ２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

の切り下げの方法）に変更しております。  

   これによる損益に与える影響はありません。  

 ３．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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：百万円）

当第２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,839 5,816

受取手形及び売掛金 4,498 5,800

有価証券 2,214 2,622

商品 30 31

仕掛品 1,872 1,757

貯蔵品 43 57

繰延税金資産 335 366

その他 822 746

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 15,649 17,191

固定資産   

有形固定資産 740 712

無形固定資産   

のれん 1,419 1,472

その他 900 753

無形固定資産合計 2,320 2,226

投資その他の資産   

投資有価証券 6,893 5,574

繰延税金資産 2,097 2,290

その他 2,092 2,234

貸倒引当金 △515 △515

投資その他の資産合計 10,568 9,583

固定資産合計 13,629 12,522

資産合計 29,279 29,713

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,350 2,439

未払法人税等 526 1,072

賞与引当金 256 325

受注損失引当金 80 －

その他 2,106 2,716

流動負債合計 5,321 6,553

固定負債   

退職給付引当金 4,264 4,203

その他 308 248

固定負債合計 4,572 4,452

負債合計 9,893 11,005
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（単位：百万円）

当第２四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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 13,147 12,869

自己株式 △1,632 △1,632

株主資本合計 19,186 18,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 △299

為替換算調整勘定 △224 △292

評価・換算差額等合計 △185 △591

新株予約権 24 14

少数株主持分 359 377

純資産合計 19,385 18,708

負債純資産合計 29,279 29,713
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 20,311

売上原価 16,698

売上総利益 3,613

販売費及び一般管理費 2,563

営業利益 1,049

営業外収益  

受取利息 16

受取配当金 122

持分法による投資利益 6

その他 26

営業外収益合計 171

営業外費用  

支払利息 0

投資事業組合運用損 19

その他 22

営業外費用合計 42

経常利益 1,178

特別利益  

その他 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 28

投資有価証券評価損 7

その他 1

特別損失合計 37

税金等調整前四半期純利益 1,142

法人税、住民税及び事業税 537

法人税等調整額 △5

法人税等合計 531

少数株主利益 33

四半期純利益 578
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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利益 1,142

減価償却費 155

のれん償却額 52

賞与引当金の増減額（△は減少） △68

売上債権の増減額（△は増加） 1,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △99

仕入債務の増減額（△は減少） △93

その他 △588

小計 1,784

利息及び配当金の受取額 139

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 850

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100

有価証券の取得による支出 △1,600

有価証券の売却による収入 1,699

有形固定資産の取得による支出 △36

無形固定資産の取得による支出 △236

投資有価証券の取得による支出 △554

関係会社株式の取得による支出 △355

その他 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △944

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △299

少数株主への配当金の支払額 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △352

現金及び現金同等物に係る換算差額 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △386

現金及び現金同等物の期首残高 7,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,139
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  なお、第１四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。  

  

  該当事項はありません。 

  

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称 

サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。          

  

     システム構築サービス   システムコンサルティング、システム開発、システム保守、インフラ構築、パッ

ケージインテグレーション 

     システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、データセンタ

ー、ヘルプデスク/コールセンター 

         BPO／BTOサービス     ビジネスプロセス・アウトソーシング、   

                                   ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１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。    

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日  至 平成21年6月30日） 

 海外売上高が、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〕

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年6月30日） 

システム構築
サービス 
（百万円） 

システム運用
管理サービス

(百万円) 

BPO/BTO 
サービス 

(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高       8,848       9,204       2,258       20,311  －  20,311

(2) 
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  8,848  9,204  2,258  20,311
  

 －
 20,311

営業利益  134  708  206  1,049  －  1,049

〔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

株式会社シーエーシー(4725）平成21年12月期　第2四半期決算短信

- 9 -



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        22,717  100.0

Ⅱ 売上原価        18,139  79.8

売上総利益        4,577  20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,725  12.0

営業利益        1,852  8.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  32            

２．受取配当金  128            

３．持分法による投資利益  2            

４．その他  33  197  0.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  0            

２．投資事業組合損失  22            

３．その他  36  59  0.3

経常利益        1,990  8.8

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  0            

２．その他  2  2  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  12            

２．投資有価証券評価損  1            

３．その他  13  28  0.2

税金等調整前中間純利益        1,964  8.6

法人税、住民税及び事業税  833            

法人税等調整額 △10  823  3.6

少数株主利益        44  0.2

中間純利益        1,096  4.8
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,964

減価償却費   115

のれん償却額  52

持分法による投資利益 △2

投資有価証券評価損   1

投資事業組合損失   22

退職給付引当金の増加額   77

役員退職慰労引当金の増加額   10

賞与引当金の減少額  △20

貸倒引当金の減少額  △1

株式報酬費用   2

受取利息及び受取配当金  △160

支払利息   0

投資有価証券売却益  △0

固定資産除却損   12

売上債権の減少額   2,050

たな卸資産の増加額  △127

その他流動資産の増加額  △208

仕入債務の減少額  △597

未払費用の減少額  △9

その他流動負債の減少額  △181

長期差入保証金の増加額  △69

その他固定資産の減少額  26

その他固定負債の減少額 △0

その他   0

小計  2,957

利息及び配当金の受取額   160

利息の支払額  △0

法人税等の支払額  △877

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,239
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 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  △303

定期預金の払戻による収入   300

有形固定資産の取得による支出  △102

無形固定資産の取得による支出  △165

有価証券の取得による支出  △2,000

有価証券の売却による収入   1,703

投資有価証券の取得による支出 △366

投資有価証券の売却による収入   150

ゴルフ会員権の取得による支出  △18

投資事業組合分配金による収入   12

貸付による収入・支出（純額）  0

投資活動によるキャッシュ・フロー △788

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出  △629

配当金の支払額  △205

少数株主への配当金の支払額  △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △845

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △34

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  571

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  7,893
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称 

    サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。      

  

     システム構築サービス   システムコンサルティング、ビジネスモデルコンサルティング、システム開

発、システム保守、インフラ構築、パッケージインテグレーション 

     システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、ヘルプデスク/

コールセンター、ＩＴ教育 

         BPO／BTOサービス     ビジネスプロセス・アウトソーシング、 

                                ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング 

  

  ２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高が、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。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
システム構築
サービス 
（百万円） 

システム運用
管理サービス
（百万円） 

BPO／BTO
サービス 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  11,481  9,103  2,132  22,717 －  22,717

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － －  －

計  11,481  9,103  2,132  22,717 －  22,717

営業費用  10,427  8,373  2,063  20,865 －  20,865

営業利益  1,053  730  68  1,852 －  1,852

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 （１）サービス別連結受注状況 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（２）サービス別連結売上高 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（３）業種別連結売上高 

                                            （単位：百万円）

 （注）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

  

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年1月１日 
至 平成20年6月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年1月１日  
 至 平成21年6月30日） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 受注残 金額 受注残 金額  増減率(%)

 システム構築サービス 11,299  4,450  8,274  3,523 △3,025 △26.8 

 システム運用管理サービス 11,030 6,661 8,827 6,276 △2,203 △20.0 

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 2,757 2,835 2,637 3,745 △119 △4.3 

 合計 25,088 13,947 19,739 13,546 △5,349 △21.3 

  

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年1月１日 
至 平成20年6月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年1月１日  
 至 平成21年6月30日） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

 システム構築サービス 11,481  50.5  8,848  43.6 △2,632 △22.9 

 システム運用管理サービス 9,103 40.1 9,204 45.3 100 1.1 

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 2,132 9.4 2,258 11.1 125 5.9 

 合計 22,717 100.0 20,311 100.0 △2,406 △10.6 

  

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年1月１日  
至 平成20年6月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年1月１日 
至 平成21年6月30日） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 構成比(%) 金額   構成比(%) 金額  増減率(%)

 金融 3,013   13.3 2,651 13.1 △362 △12.0 

 信託 3,834 16.9 2,271  11.2 △1,563 △40.8 

 医薬 4,692 20.7 5,039 24.8 346 7.4 

 食品 3,040 13.4 2,997 14.8 △42 △1.4 

 製造 1,572 6.9 1,340 6.6 △231 △14.7 

 サービス他 6,563 28.9 6,011 29.6 △551 △8.4 

 合計     22,717 100.0 20,311 100.0 △2,406 △10.6 
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