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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 1,623 △6.1 △48 ― △42 ― △35 ―

21年3月期第1四半期 1,728 ― △43 ― △43 ― △31 ―

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 △3.92 ―

21年3月期第1四半期 △3.48 ―

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 3,110 1,471 47.3 163.87
21年3月期 3,857 1,562 40.5 174.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,471百万円 21年3月期  1,562百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

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

3,850 2.1 101 131.1 97 137.1 47 209.3 5.17

通期 8,000 1.1 305 17.8 300 16.6 148 57.4 16.12
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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  無  

(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） 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
   おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 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。 

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 9,210,960株 21年3月期  9,164,960株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  231,813株 21年3月期  231,813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 8,938,927株 21年3月期第1四半期 8,927,147株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響による景気悪化により、企業業績

の不振、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷と厳しい状況が続いております。 

情報サービス産業においては、景気悪化の影響を受けて企業のシステム投資の見直し傾向もあり厳しい状況に置

かれております。 

このような状況の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ

細かい提案活動を展開しましたが、顧客のシステム投資への見極め姿勢の強まりもあり、当第１四半期連結累計期

間の業績は、売上高 1,623百万円（前年同期比 6.1％減）、営業損失 48百万円（前年同期は営業損失 43百万

円）、経常損失 42百万円（前年同期は経常損失 43百万円）、四半期純損失 35百万円（前年同期は四半期純損失 

31百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの実績は、システムソリューションにおきましては、クレジット系と公共系は順調に推

移しましたが、投資抑制傾向の影響により売上高は 1,465百万円（前年同期比 3.8％減）となりました。 

スタッフサービスにおきましては、コールセンター向けを始め派遣需要の縮小の影響が大きく 157百万円（前年

同期比 23.3％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ 747百万円減少し、

3,110百万円となりました。 

また、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、配当金の支払、四半期純損失の計上等により前連結会計年度末

に比べ 90百万円減少し、1,471百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 6.8ポイント上昇し、

47.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

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、前連結会計年度末と比較

して 294百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は 669百万円となりました。 

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、131百万円（前年同期比 48.5％減）となりました。これは主に、売上債権の

減少 630百万円による資金の増加があったことに対し、税金等調整前四半期純損失 42百万円、賞与引当金の減

少 87百万円、たな卸資産の増加 201百万円、仕入債務の減少 97百万円、法人税等の支払 109百万円等の資金減

少があったこと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、2百万円（前年同期比 93.5％減）となりました。これは主に、敷金の払戻し

による収入 17百万円があったことに対し、パソコン等の開発設備等の取得による支出 13百万円、ソフトウェア

等の無形固定資産の取得による支出 2百万円等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、423百万円（前年同期比 1,502.1％増）となりました。これは主に、短期借

入金の返済による支出 360百万円、配当金の支払額 71百万円によるものであります。 

  

平成22年3月期の第2四半期連結累計期間並びに通期の業績予想につきましては平成21年5月15日付「平成21年3月期

決算短信」発表から変更ありません。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

  

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
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会計処理基準に関する事項の変更 

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更 

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準については、従来、検収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ソフトウェアの請負開発契約から、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を、その他の契約につ

いては検収基準を適用しております。なお、工事進行基準の進捗率は、原価比例法を適用しております。 

これにより、売上高は 82百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ 

16百万円減少しております。 

  

（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 669,426 964,251

受取手形及び売掛金 1,179,815 1,810,001

仕掛品 386,491 184,891

その他 160,518 175,618

貸倒引当金 △1,079 △1,784

流動資産合計 2,395,172 3,132,977

固定資産   

有形固定資産 174,745 177,739

無形固定資産 47,162 50,267

投資その他の資産   

投資有価証券 117,524 103,547

繰延税金資産 152,232 154,853

その他 224,286 239,249

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 492,955 496,561

固定資産合計 714,863 724,568

資産合計 3,110,035 3,857,546

負債の部   

流動負債   

買掛金 272,884 370,836

短期借入金 550,000 910,000

未払法人税等 3,273 117,509

賞与引当金 111,596 198,994

その他 315,082 309,594

流動負債合計 1,252,837 1,906,933

固定負債   

退職給付引当金 290,596 293,253

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 385,796 388,453

負債合計 1,638,634 2,295,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,237 455,097

資本剰余金 61,191 57,097

利益剰余金 1,007,402 1,113,967

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,464,976 1,563,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,424 △1,146

評価・換算差額等合計 6,424 △1,146

純資産合計 1,471,400 1,562,159

負債純資産合計 3,110,035 3,857,546
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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 1,728,590 1,623,164

売上原価 1,457,438 1,356,204

売上総利益 271,151 266,959

販売費及び一般管理費 314,369 315,060

営業損失（△） △43,218 △48,101

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1,504 1,878

受取手数料 414 395

保険配当金 － 3,927

その他 1,458 1,211

営業外収益合計 3,378 7,413

営業外費用   

支払利息 3,745 1,725

営業外費用合計 3,745 1,725

経常損失（△） △43,584 △42,413

特別利益   

貸倒引当金戻入額 630 693

特別利益合計 630 693

特別損失   

固定資産除却損 3,301 958

特別損失合計 3,301 958

税金等調整前四半期純損失（△） △46,256 △42,679

法人税、住民税及び事業税 565 557

法人税等調整額 △15,728 △8,162

法人税等合計 △15,162 △7,604

四半期純損失（△） △31,093 △35,074
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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損失（△） △46,256 △42,679

減価償却費 17,716 15,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） △626 △704

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,229 △87,397

受注損失引当金の増減額（△は減少） △13,709 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,451 △2,656

受取利息及び受取配当金 △1,505 △1,879

支払利息 3,745 1,725

固定資産除却損 3,301 958

売上債権の増減額（△は増加） 630,357 630,185

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,775 △201,600

仕入債務の増減額（△は減少） △67,009 △97,951

その他 △16,258 27,387

小計 338,203 240,407

利息及び配当金の受取額 1,505 1,879

利息の支払額 △3,850 △1,387

法人税等の支払額 △81,217 △109,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,640 131,026

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 △38,836 △13,898

有形固定資産の売却による収入 － 1,000

無形固定資産の取得による支出 △2,666 △2,215

投資有価証券の取得による支出 △1,280 △1,211

敷金及び保証金の差入による支出 － △3,756

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,463

その他 2,499 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,283 △2,619

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） 50,000 △360,000

株式の発行による収入 － 8,234

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △71,417 △71,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,417 △423,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 187,939 △294,824

現金及び現金同等物の期首残高 704,799 964,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 892,738 669,426
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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） 

  

  

  

 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〕

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（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  1,523,450  205,139  1,728,590  －  1,728,590

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  27,948  27,948  (27,948)  －

計  1,523,450  233,088  1,756,539  (27,948)  1,728,590

営業利益又は営業損失（△）  11,627  △8,376  3,250  (46,468)  △43,218

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（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  1,465,853  157,310  1,623,164  －  1,623,164

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  31,627  31,627  (31,627)  －

計  1,465,853  188,938  1,654,791  (31,627)  1,623,164

営業利益又は営業損失（△）  8,205  △8,432  △227  (47,873)  △48,101

（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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