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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,140 △2.1 68 △19.2 69 △19.1 39 △18.3
21年3月期第1四半期 2,187 ― 85 ― 86 ― 48 ―

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 1,818.54 ―
21年3月期第1四半期 2,225.25 ―

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 3,148 2,121 67.4 98,252.45
21年3月期 3,225 2,150 66.7 99,595.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,121百万円 21年3月期  2,150百万円

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 ― 3,228.00 3,228.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 2,200.00 2,200.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

4,192 △4.4 122 △20.1 125 △20.0 69 △21.2 3,206.76

通期 8,203 △7.9 280 △28.3 286 △28.2 157 △30.6 7,286.66
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。] 

(2) 四半期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。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 21,590株 21年3月期  21,590株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 21,590株 21年3月期第1四半期 21,590株

※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。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産等、
一部では下げ止まりの兆しが見られるものの、昨年からの金融危機による景気不安は根強く、設備投資の
抑制や雇用情勢の悪化等、引き続き厳しい状況で推移しております。 
当社の事業環境につきましても、景気低迷による影響から、取引先各社における設備投資抑制の長期化

や取引条件見直しによる契約期間の短期化、契約単金の引下げ等が求められる厳しい経営環境を強いられ
ました。 
 このような状況の下、当社は、お客様に対するサービスの一層の向上をはかる視点から、技術者社員の
スキル診断によるたな卸しを実施し、その適正を把握することにより、社員一人一人の業務ノウハウや技
術ノウハウの向上に向けたキャリアパス構築への整備を推進しました。 
 また、人材派遣業に従事する派遣スタッフに対する、派遣先の業務内容に適した就業前研修の徹底によ
る派遣先業務への円滑な就業対応に努めるなど、お客様との信頼関係強化を推進しました。 
 一方、前年同四半期同様、新卒者26名を採用するなどサービス体制の強化に伴う人材確保や人材育成へ
の戦略的な投資を行なったことから、人件費や新入社員研修コストが増加しました。 
以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,140百万円（前年同四半期比2.1％減）、営業利

益68百万円（同19.2％減）、経常利益69百万円（同19.1％減）、四半期純利益は39百万円（同18.3％減）
となりました。 

事業のサービス別の売上高状況は、次のとおりであります。 
                                         （百万円未満切捨て）

 
  

①システムソリューションサービス事業 

主力のintra-mart開発によるWebインテグレーション業務を中心に全体的に堅調に推移しました。売

上高は553百万円（前年同四半期比1.3％減）となりましたが、仕掛品が47百万円（前年同四半期比

80.0％増）生じていることから、実態は前年同四半期を上回る結果となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

アウトソーシング業務におけるBフレッツ販売サポート業務の受注減少やIT派遣の減少、また、各種

業務における契約単金の大幅引下等の影響により、売上高は1,587百万円（前年同四半期比2.4％減）と

なりました。 

  
  

（資産の部） 
当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して76百万円減少し、3,148百万円となり

ました。 
 流動資産は、前事業年度末と比較して78百万円減少し、3,054百万円となりました。その主な要因は、
売掛金が143百万円減少したこと、仕掛品が38百万円増加したこと等であります。 
 固定資産は、前事業年度末と比較して1百万円増加し、93百万円となりました。その主な要因は、投資
有価証券の四半期会計期間末時価上昇による評価増2百万円等によるものであります。 
（負債の部） 
当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して47百万円減少し、1,026百万円となり

ました。 
 流動負債は、前事業年度末と比較して41百万円減少し、1,007百万円となりました。その主な要因は、
買掛金32百万円及び未払法人税等51百万円並びに賞与引当金33百万円が減少したこと、未払金が64百万円

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

22年3月期 
第1四半期累計期間

21年3月期 
第1四半期累計期間

増減
（参考） 

前事業年度

金額 比率 金額 比率 金額
増減 
比率

金額 比率

システムソリューション 
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

553 25.8 560 25.6 △7 △1.3 2,366 26.6

ＢＰＯサービス 1,587 74.2 1,626 74.4 △39 △2.4 6,534 73.4

合    計 2,140 100.0 2,187 100.0 △46 △2.1 8,901 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報
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増加したこと等であります。 
 固定負債は、前事業年度末と比較し6百万円減少し、19百万円となりました。その主な要因は、役員退
職慰労引当金1百万円の増加並びに長期未払金8百万円の減少によるものであります。 
（純資産の部） 
当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して29百万円減少し、2,121百万円とな

りました。その主な要因は、当第１四半期純利益39百万円及び配当金の支払い69百万円等であります。 
  

当第１四半期会計期間における業績は、概ね当初予想通り推移しており、第２四半期累計期間及び通期
の業績予想につきましても、現時点におきましては、平成21年5月13日付の「平成21年3月期 決算短信
（非連結）」で公表致しました業績予想に変更はございません。 
 なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 
  

①簡便な会計処理 
ア．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
イ．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、事業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。 
  
②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 

当事業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。 
 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  
  

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及び請負工事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１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した契約から、当第１四半期会計期

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（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、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。 
 これによる損益への影響はありません。 

  
  
  

  
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,681,371 1,674,307

売掛金 1,174,269 1,317,767

仕掛品 47,039 8,094

貯蔵品 1,376 1,483

繰延税金資産 117,217 117,217

その他 40,562 22,212

貸倒引当金 △6,875 △7,697

流動資産合計 3,054,961 3,133,386

固定資産   

有形固定資産 7,482 7,668

無形固定資産 2,839 2,839

投資その他の資産 82,981 81,148

固定資産合計 93,303 91,656

資産合計 3,148,265 3,225,043

負債の部   

流動負債   

買掛金 155,150 187,388

未払金 564,808 500,475

未払法人税等 35,025 86,280

賞与引当金 98,962 132,090

役員賞与引当金 1,750 7,000

その他 151,871 135,351

流動負債合計 1,007,568 1,048,585

固定負債   

長期未払金 451 9,021

役員退職慰労引当金 18,975 17,160

固定負債合計 19,426 26,181

負債合計 1,026,994 1,074,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,597,751 1,628,182

株主資本合計 2,115,799 2,146,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,470 4,046

評価・換算差額等合計 5,470 4,046

純資産合計 2,121,270 2,150,276

負債純資産合計 3,148,265 3,225,043
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,187,229 2,140,372

売上原価 1,932,275 1,905,187

売上総利益 254,954 235,185

販売費及び一般管理費 169,903 166,483

営業利益 85,051 68,701

営業外収益   

受取利息 18 1,089

有価証券利息 1,277 －

その他 163 188

営業外収益合計 1,458 1,277

経常利益 86,510 69,979

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 822

特別利益合計 － 822

税引前四半期純利益 86,510 70,801

法人税、住民税及び事業税 38,467 31,539

四半期純利益 48,043 39,262
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 86,510 70,801

減価償却費 2,594 438

貸倒引当金の増減額（△は減少） 215 △822

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,632 △33,127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,333 1,815

受取利息及び受取配当金 △1,420 △1,239

売上債権の増減額（△は増加） △38,239 143,498

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,441 △38,837

仕入債務の増減額（△は減少） △30,016 △32,237

未払金の増減額（△は減少） 57,678 64,311

その他 △13,799 △29,261

小計 11,997 145,339

利息及び配当金の受取額 1,459 1,631

法人税等の支払額 △126,564 △78,662

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,107 68,308

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 △629 △231

無形固定資産の取得による支出 △2,028 －

その他 △1,093 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,750 △231

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △73,259 △61,013

その他 △100 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,359 △61,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,217 7,064

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,427 1,674,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,461,209 1,681,371
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当第１四半期累計期間（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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当第１四半期累計期間における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリュ

ーションサービスのみで行っております。 
  

 
(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。 
  

当第１四半期累計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 
３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 
  

当第１四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 
３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 
４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

  

6. その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

 ① 生産実績

サービス別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 547,709 98.4

合  計 547,709 98.4

 ② 受注実績

サービス別の名称 受注高(千円) 前年同四半期比
（％）

受注残高(千円) 前年同四半期比
（％）

システムソリューションサービス 360,071 84.9 711,156 98.5

ＢＰＯサービス 1,876,158 91.6 2,116,774 70.8

合  計 2,236,230 90.5 2,827,930 76.2

 ③ 販売実績

サービス別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 553,176 98.7

ＢＰＯサービス 1,587,195 97.6

合  計 2,140,372 97.9
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