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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 2,976 △6.7 35 △75.1 80 △47.8 46 △48.8

21年3月期第1四半期 3,189 ― 141 ― 153 ― 90 ―

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 7.00 ―

21年3月期第1四半期 12.99 ―

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 8,608 6,592 76.5 996.37
21年3月期 9,278 6,658 71.7 1,006.32

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,588百万円 21年3月期  6,654百万円

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 ― 25.00 25.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

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

6,000 △12.9 80 △85.1 230 △59.3 100 △69.6 15.12

通期 11,900 △14.6 300 △74.8 320 △74.0 180 △67.8 27.22



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 

１．平成21年５月15日に公表しました第２四半期連結累計期間の連結業績および個別業績の予想を修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 7,636,368株 21年3月期  7,636,368株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,023,396株 21年3月期  1,023,396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 6,612,972株 21年3月期第1四半期 6,963,088株



 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、昨年から続く世界同時不況の影響を受け、政府による経済

危機対策が打ち出されてはおりますが、依然として不況から抜け出すことができず低迷しております。 

 なお、製造業の一部で在庫調整が進み輸出や生産が持ち直していることから、景気の底入れ感が広がりつつあ

るものの、景気を牽引する企業の設備投資は総じて低調であります。 

 また、個人消費についても雇用環境が急速に悪化しており、所得等の先行きに対する不安から振るわず、国内

の景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 当社グループが属する情報サービス産業界においても、顧客の情報化投資の縮小・延期の動きが顕著となり、

受注環境は一層厳しさを増してきております。 

 このような環境の中で、当社グループの連結業績は、システムコア開発事業とアプリケーションソフトウェア

開発事業が受注の減少により業績が大幅に悪化し、ネットワークサポート事業は僅かながら増収となりましたが

稼働率の低下により原価率が悪化したため利益が伸びませんでした。また、情報処理事業等については、既存の

データエントリー業務からオペレーター派遣事業へのシフトが進むとともに、収益性の改善が見られました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,976百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益につきまし

ては35百万円（前年同期比75.1％減）、経常利益につきましては80百万円（前年同期比47.8％減）、四半期純利

益につきましては46百万円（前年同期比48.8％減）の減収減益となりました。 

 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（イ）システムコア開発事業 

 組込ソフト開発や装置設計業務については、既存顧客の受注減を補うべく新規顧客の開拓に向け積極的

な営業活動を行ってきた結果、ほぼ前年同期並の受注を確保することができましたが、半導体設計業務に

ついては需要の減少に伴い大幅な受注減となったことから、売上高は894百万円（前年同期比14.5％減）、

営業利益は139百万円（前年同期比46.9％減）となりました。 

（ロ）アプリケーションソフトウェア開発事業 

 一部で大型開発案件の受注があったものの、情報化投資の縮小・延期の影響を受け、システム開発や技

術支援業務の全般で受注が減少したことから、売上高は678百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益は49

百万円（前年同期比54.4％減）となりました。 

（ハ）ネットワークサポート事業 

 情報インフラに関する部分の業務は比較的安定した需要に支えられてはおりますが、受注単価下落や稼

働率低下等の影響を受け原価率が悪化したことから、売上高は1,137百万円（前年同期比4.0％増）、営業

利益は176百万円（前年同期比0.5％増）となりました。 

（ニ）情報処理事業等 

 市場が縮小するデータエントリー事業に代わって官公庁や健保組合等へのオペレーター派遣業務等が増

加し、介護事業については拠点統合による経費削減や利用者の増加等により採算性が改善した結果、売上

高は266百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益は20百万円（前年同期比65.2％増）となりました。 

   

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は8,608百万円と前連結会計年度末に比べ 

670百万円の減少となりました。これは主に、流動資産において現金及び預金が725百万円、受取手形及び売掛金が

498百万円減少した一方で、固定資産の投資その他の資産において投資有価証券が450百万円増加したことなどによる

ものであります。 

 負債は2,015百万円と前連結会計年度末に比べ604百万円減少となりました。これは主に流動負債において、賞与引

当金が441百万円、その他に含まれる未払費用が110百万円、未払法人税等が56百万円それぞれ減少した一方で、その

他に含まれる預り金が154百万円、短期借入金が60百万円増加したことや、固定負債において役員退職慰労引当金が

202百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産は、6,592百万円と前連結会計年度末に比べ65百万円減少となりました。これは主に利益剰余金が配当金の

支払により165百万円減少した一方で四半期純利益46百万円の計上により増加したことや、その他有価証券評価差額

金が53百万円増加したことなどによるものであります。 

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



＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第１四半期連結会計期間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、前連結 

会計年度末より725百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には2,844百万円となりました。 

  当第１四半期連結会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）  

 営業活動の結果使用した資金は235百万円となりましたが、これは主に賞与支給による賞与引当金の減少（441 

百万円）や役員退職慰労引当金の減少(202百万円)及びたな卸資産の増加(88百万円)並びに法人税等の支払（87百

万円）などの減少要因があった一方、売上債権の減少（498百万円）や税金等調整前四半期純利益の計上（83百万

円）などの増加要因があったことなど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415百万円となりましたが、これは主に投資有価証券の取得による支出（400百万

円）など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73百万円となりましたが、これは主に配当金の支払（133百万円）や短期借入金

の返済による支出（40百万円）などの減少要因があった一方、短期借入れによる収入（100百万円）の増加要因が

あったことなどによるものです。  

  

 最近の業績動向を踏まえ、平成21年５月15日に発表いたしました平成22年３月期の第２四半期累計期間の業績予想

（連結・個別）を修正しております。詳細につきましては本日別途開示いたしました「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、通期連結業績および通期個別業績の予想に関しましては、第３四半期以降の事業環境が未だ不透明であるこ

とから変更をおこなっておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

 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。  

  

  

  １．会計処理基準に関する事項の変更 

  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の期首に存在する契約を含むすべての契約において当第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。 

 これにより、売上高は17,864千円増加し、営業利益及び経常利益はそれぞれ4,546千円増加し、税金等調

整前四半期純利益は7,546千円増加しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  ２．表示方法の変更   

四半期連結損益計算書関係 

 前第１四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました販売費及び一般管理費の「募集費」（当第

１四半期連結会計期間4,217千円）は、販売費及び一般管理費の100分の20以下であるため、当第１四半期連

結会計期間においては、販売費及び一般管理費「その他」に含めて表示しております。  

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



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 3,044,224 3,769,341

受取手形及び売掛金 1,920,582 2,418,585

有価証券 200,000 200,000

商品 599 624

仕掛品 195,600 106,935

原材料及び貯蔵品 657 657

その他 780,352 752,953

貸倒引当金 △4,087 △3,893

流動資産合計 6,137,929 7,245,203

固定資産   

有形固定資産 728,690 739,989

無形固定資産 75,877 80,486

投資その他の資産   

投資有価証券 1,127,566 676,618

その他 538,963 536,997

貸倒引当金 △1,000 △1,000

投資その他の資産合計 1,665,529 1,212,616

固定資産合計 2,470,097 2,033,092

資産合計 8,608,027 9,278,296

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,837 112,493

短期借入金 100,000 40,000

未払法人税等 44,599 101,052

賞与引当金 416,078 857,400

その他 884,201 807,349

流動負債合計 1,507,716 1,918,295

固定負債   

退職給付引当金 409,860 401,504

役員退職慰労引当金 97,829 300,232

固定負債合計 507,689 701,736

負債合計 2,015,406 2,620,032



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 3,965,730 4,084,766

自己株式 △505,700 △505,700

株主資本合計 6,545,495 6,664,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,502 △9,734

評価・換算差額等合計 43,502 △9,734

少数株主持分 3,623 3,467

純資産合計 6,592,621 6,658,264

負債純資産合計 8,608,027 9,278,296



（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 3,189,623 2,976,558

売上原価 2,511,868 2,492,360

売上総利益 677,754 484,197

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 19 194

役員報酬 46,757 39,190

給料及び手当 112,879 165,458

賞与引当金繰入額 18,715 22,647

退職給付費用 1,453 1,762

役員退職慰労引当金繰入額 4,797 3,122

減価償却費 15,360 14,853

募集費 85,734 －

その他 250,385 201,645

販売費及び一般管理費合計 536,103 448,873

営業利益 141,651 35,324

営業外収益   

受取利息 7 3,083

受取配当金 10,346 5,250

助成金収入 － 34,720

その他 2,677 1,859

営業外収益合計 13,032 44,914

営業外費用   

支払利息 1,122 124

その他 9 －

営業外費用合計 1,131 124

経常利益 153,552 80,114

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 3,000

特別利益合計 － 3,000

税金等調整前四半期純利益 153,552 83,114

法人税等 62,946 36,670

少数株主利益 132 156

四半期純利益 90,473 46,288



（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 153,552 83,114

減価償却費 24,410 23,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,476 194

賞与引当金の増減額（△は減少） △487,777 △441,322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,090 8,356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,349 △202,402

受取利息及び受取配当金 △10,354 △8,334

支払利息 1,122 124

売上債権の増減額（△は増加） 416,997 498,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,696 △88,641

仕入債務の増減額（△は減少） △26,156 △49,655

その他 212,149 22,846

小計 107,514 △154,110

利息及び配当金の受取額 10,354 6,322

利息の支払額 △1,122 △201

法人税等の支払額 △449,311 △87,578

営業活動によるキャッシュ・フロー △332,566 △235,567

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100,000

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △5,932 △7,496

無形固定資産の取得による支出 △14,454 △7,055

投資有価証券の取得による支出 － △400,364

その他 596 △710

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,790 △415,626

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △80,000 △40,000

配当金の支払額 △118,738 △133,922

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,261 △73,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △351,095 △725,116

現金及び現金同等物の期首残高 3,208,258 3,569,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,857,163 2,844,224



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

  

  

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

  

 （注）１．事業の区分 

事業はサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス・製品等の名称 

システムコア開発事業                 ……… ＬＳＩ開発・設計、ハードウェアのシステム設計、組込み

ソフトウェア開発 

アプリケーションソフトウェア開発事業 ………  パッケージソフトウェアの開発、アプリケーションソフ

トウェアの受託開発、ＣＡＤシステム開発、Ｗｅｂシス

テム開発 

ネットワークサポート事業             ……… 通信・コンピュータ関連システムの構築・現地調整・運

用・保守、ＣＡＤシステムの運用管理、サポートセンタ

ー業務 

情報処理事業等                       ……… データエントリー業務、オペレーター派遣業務、介護・福

祉サービス等 

３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

（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〕

  
システムコ
ア開発事業  

アプリケー
ションソフ
トウェア開
発事業 

 
ネットワー
クサポート
事業 

 
情報処理事
業等   計  

消去又は全
社   連結

  千円   千円   千円   千円   千円   千円   千円

売上高                     

(1）外部顧客に対する売

上高 
 1,045,890   804,063   1,093,951   245,717    3,189,623    －   3,189,623

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －   6,600   8,819   755    16,175   (16,175)  －

計  1,045,890   810,663   1,102,771   246,473    3,205,799   (16,175)  3,189,623

営業利益  262,557   107,792   176,128   12,422    558,900   (417,248)  141,651

  
システムコ
ア開発事業  

アプリケー
ションソフ
トウェア開
発事業 

 
ネットワー
クサポート
事業 

 
情報処理事
業等   計  

消去又は全
社   連結

千円   千円   千円   千円   千円   千円   千円

売上高                     

(1）外部顧客に対する売

上高 
 894,070   678,695   1,137,635   266,156    2,976,558    －   2,976,558

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,305   2,447   9,957   1,558    16,268   (16,268)  －

計  896,375   681,142   1,147,593   267,715    2,992,827   (16,268)  2,976,558

営業利益  139,549   49,102   176,924   20,527    386,103   (350,779)  35,324



４．会計処理の方法の変更 

  当第１四半期連結累計期間  

  （工事契約に関する会計基準）  

  〔定性的情報・財務諸表〕４．その他（3）に記載のとおり、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の期首に存在

する契約を含むすべての契約において当第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

られる工事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、その他の工事については工

事完成基準を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、アプリケーションソフトウェア開発事業に係る売上

高は17,864千円増加し、営業利益は4,546千円増加しております。 

   なお、アプリケーションソフトウェア開発事業以外のセグメントへの影響はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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。 

  

  

   

   該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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