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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 1,238 △20.4 △18 ― △16 ― △14 ―
21年3月期第1四半期 1,556 ― 29 ― 28 ― 25 ―

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 △4.03 ―
21年3月期第1四半期 6.53 ―

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 4,377 3,392 76.6 915.95
21年3月期 4,638 3,446 73.5 930.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,345百万円 21年3月期  3,408百万円

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 ― 13.00 13.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 13.00 13.00

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

2,998 △10.7 32 △72.4 32 △72.7 11 △81.6 3.09

通期 6,603 △5.2 271 △27.1 271 △27.5 150 △29.8 41.12
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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】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ぺージ【定性的情報】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 
（将来に関する記述についてのご注意） 
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が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
際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 3,940,000株 21年3月期  3,940,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  278,361株 21年3月期  278,361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 3,661,639株 21年3月期第1四半期 3,933,834株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による企業業績の悪化や、それに伴う設備投資

の抑制、雇用不安による個人消費の低迷など、先行き不透明な状況が続くなか景気の停滞局面が継続しておりま

す。 

 当社グループの属する情報サービス分野においても、企業業績の悪化に伴い情報技術に対する投資は、延期、

規模縮小など抑制傾向が強まってきており、業界内での競争は一段と厳しさを増しております。 

 このような状況の下、当社グループでは主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強化、収益改善へ

向けた経費圧縮等の施策を行ってまいりました。  

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比20.4％減）、営業損失は 千円

（前年同期は 千円の営業利益）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常利益）、四半期

純損失は 千円（前年同期は 千円の四半期純利益）となりました。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、引き続き生産管理体制の強化および業務効率の向上を図ってまいりま

したが、当初より見込んでいた新規案件の受注の減少の影響がありました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比4.5％減）、営業利益 千円（前年同

期は 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、情報技術に対する投資の抑制の影響を受け、主要顧客の案件の受注の減少

がありました。また、引き続き生産性重視の受注政策を徹底し、開発体制の充実を図りましたが、厳しい受注条

件が続き生産性の低下がみられました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比28.4％減）、営業損失 千円（前

年同期は 千円の営業利益）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注の減少がありました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比18.8％減）、営業利益 千円（同

58.5％減）となりました。 

 当第１四半期末の総資産は、売掛金の減少により前期末比 千円減の 千円となりました。純資

産は、利益剰余金等の減少により前期末比 千円減の 千円となり、自己資本比率は ％となりま

した。 

 （キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期損失

が 千円となり、賞与引当金の減少 千円、売上債権の減少 千円、配当金の支払額

千円により、当第１四半期連結会計期間末には 千円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年

度末に比べ 千円増加となりました。 

 当第１四半期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） 

 営業活動により獲得した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の使用）となりました。これは主に

賞与引当金の減少 千円、売上債権の減少 千円等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） 

 投資活動により獲得使用した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の使用）となりました。これは主

に投融資の回収による収入 千円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） 

 財務活動に使用した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の使用）となりました。これは主に配当

金の支払額 千円によるものであります。 

  連結業績予想につきましては、平成21年５月14日付の「平成21年３月期決算短信」にて公表しました業績予想の

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

1,238,593 △18,173

29,111 △16,341 28,622

△14,753 25,702

436,638 1,482

△10,818

679,253 △27,240

21,647

122,702 7,583

２．連結財政状態に関する定性的情報

261,209 4,377,466

54,086 3,392,000 76.6

△16,690 △132,107 470,040 △47,601

2,246,483

145,402

188,713 106,523

△132,107 470,040

5,190 45,958

3,000

△48,501 51,302

△47,601

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。  

  

  

１．簡便な会計処理 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法は、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

却額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、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。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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及び損失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。 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

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、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契約から、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契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を適

用し、その他の契約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ありません。 

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 2,246,483 2,101,080

受取手形及び売掛金 697,202 1,167,242

商品及び製品 13,062 11,215

仕掛品 162,015 91,423

原材料及び貯蔵品 10,367 13,631

その他 136,933 127,325

貸倒引当金 △544 △544

流動資産合計 3,265,520 3,511,374

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 326,308 326,308

減価償却累計額 △171,670 △168,338

建物及び構築物（純額） 154,637 157,969

機械装置及び運搬具 152,699 152,699

減価償却累計額 △140,957 △139,823

機械装置及び運搬具（純額） 11,741 12,876

土地 112,278 112,278

その他 161,390 161,124

減価償却累計額 △130,805 △127,166

その他（純額） 30,585 33,957

有形固定資産合計 309,244 317,083

無形固定資産   

のれん 234,221 242,896

その他 96,373 102,035

無形固定資産合計 330,594 344,931

投資その他の資産   

投資有価証券 74,295 68,230

繰延税金資産 142,956 145,079

その他 254,855 251,977

投資その他の資産合計 472,108 465,287

固定資産合計 1,111,946 1,127,301

資産合計 4,377,466 4,638,676
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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   

買掛金 30,210 41,633

未払金 199,854 288,211

未払法人税等 2,486 40,057

賞与引当金 46,438 178,545

役員賞与引当金 3,893 18,899

その他 190,046 124,774

流動負債合計 472,930 692,120

固定負債   

退職給付引当金 455,573 444,257

役員退職慰労引当金 56,962 56,210

固定負債合計 512,535 500,467

負債合計 985,466 1,192,588

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,803,785 2,866,140

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,345,656 3,408,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,238 216

評価・換算差額等合計 8,238 216

少数株主持分 38,105 37,859

純資産合計 3,392,000 3,446,087

負債純資産合計 4,377,466 4,638,676
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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 1,556,889 1,238,593

売上原価 1,256,354 1,011,495

売上総利益 300,534 227,098

販売費及び一般管理費 271,423 245,272

営業利益又は営業損失（△） 29,111 △18,173

営業外収益   

受取利息 155 92

受取配当金 496 287

不動産賃貸料 844 240

雑収入 697 1,295

営業外収益合計 2,193 1,915

営業外費用   

不動産賃貸原価 1,182 82

投資事業組合運用損 1,500 －

営業外費用合計 2,682 82

経常利益又は経常損失（△） 28,622 △16,341

特別利益   

投資有価証券売却益 9,999 117

特別利益合計 9,999 117

特別損失   

投資有価証券売却損 － 466

特別損失合計 － 466

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（△）

38,622 △16,690

法人税等 10,344 △3,083

少数株主利益 2,575 1,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,702 △14,753
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

38,622 △16,690

減価償却費 9,986 13,767

のれん償却額 8,674 8,674

投資有価証券売却損益（△は益） △9,999 349

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,629 △132,107

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,910 △15,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,206 11,315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,352 752

受取利息及び受取配当金 △651 △379

投資事業組合運用損益（△は益） 1,500 －

売上債権の増減額（△は増加） 171,529 470,040

未払金の増減額（△は減少） △14,454 △88,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,927 △69,174

仕入債務の増減額（△は減少） △9,293 △11,422

その他 33,074 51,144

小計 3,374 222,640

利息及び配当金の受取額 649 378

法人税等の支払額 △110,548 △34,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △106,523 188,713

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 △10,150 △150

投資有価証券の売却による収入 10,000 873

有形固定資産の取得による支出 △6,429 －

無形固定資産の取得による支出 △41,957 －

貸付けによる支出 － △300

貸付金の回収による収入 2,578 1,767

投融資の回収による収入 － 3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,958 5,190

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,142 △47,601

少数株主への配当金の支払額 － △900

その他 △160 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,302 △48,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,784 145,402

現金及び現金同等物の期首残高 2,044,529 2,101,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,840,744 2,246,483
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 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） 

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） 

 （注）１．事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は下記のとおりであります。 

  

前四半期連結会計期間及び当四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及

び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

前四半期連結会計期間及び当四半期連結会計期間において、海外売上高がないため当該事項はありません。 

    

 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〕

  
情報処理サ
ービス事業
（千円） 

システム開
発事業 
（千円） 

アッセンブ
リー事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  457,397  948,320  151,171  1,556,889  －  1,556,889

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  457,397  948,320  151,171  1,556,889  －  1,556,889

営業利益又は営業損失（△）  △10,818  21,647  18,282  29,111  －  29,111

  
情報処理サ
ービス事業
（千円） 

システム開
発事業 
（千円） 

アッセンブ
リー事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  436,638  679,253  122,702  1,238,593  －  1,238,593

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  436,638  679,253  122,702  1,238,593  －  1,238,593

営業利益又は営業損失（△）  1,482  △27,240  7,583  △18,173  －  △18,173

事業区分 主要製品 

情報処理サービス事業 
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーショ

ン、ＣＴＩ 

システム開発事業 
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運

用サポート 

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送 

〔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
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  該当事項はありません。  

   

６．その他の情報
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