
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＳＲＡホールディングス 上場取引所 東 

コード番号 3817 URL http://www.sra-hd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鹿島 亨

問合せ先責任者 （役職名） 管理本部財務部長 （氏名） 吉村 茂 TEL 03-5979-2666
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

配当支払開始予定日 ―

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 7,849 △9.9 283 △41.3 309 △36.7 154 △18.2

21年3月期第1四半期 8,716 ― 483 ― 489 ― 189 ―

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 11.17 ―

21年3月期第1四半期 13.67 13.64

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 25,834 14,058 53.9 1,006.90
21年3月期 26,519 14,164 53.0 1,014.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,935百万円 21年3月期  14,046百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 40.00 40.00

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

15,000 △22.8 1,000 △30.6 1,000 △31.3 530 △25.5 38.30

通期 32,600 △22.0 2,740 △28.3 2,740 △29.6 1,450 △29.0 104.77

－ 1 －



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） 

（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 

上記の予想は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 15,240,000株 21年3月期  15,240,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,400,198株 21年3月期  1,400,198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 13,839,802株 21年3月期第1四半期 13,839,802株
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 (1)業績の概況   

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、在庫調

整が進展し、個人消費に下げ止まりの兆しが見えるなど一部に景気持ち直しの動きがみられたものの、企業収

益の大幅な減少、設備投資の減少、雇用情勢の悪化などにより依然として不透明な状況で推移いたしました。 

情報サービス産業におきましては、企業収益の悪化を背景に、顧客のＩＴ投資抑制の継続等により、厳しい

事業環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループの第１四半期連結会計期間の連結業績は以下のとおりとなりました。

中核事業会社である株式会社ＳＲＡの開発事業においては、主要顧客の証券業および製造業向けの受注が大

幅に減少し、株式会社ソフトウエア・サイエンスにおいては、顧客の開発案件の内製化により受注が減少いた

しました。また、主要子会社である株式会社ＡＩＴにおいては、機器販売の大型案件の受注があった結果、売

上高は7,849百万円（前年同期比9.9％減）となりました。 

損益面につきましては、証券業、製造業を中心とした売上高の減少、プロジェクトの規模縮小に対する生産

要員の再配置の遅れ、証券業の受注単価の想定以上の下落等により粗利益が減少しましたが、引き続き販管費

を抑制し、営業利益は283百万円（前年同期比41.3％減）、経常利益は309百万円（前年同期比36.7％減）、四

半期純利益は154百万円（前年同期比18.2％減）となりました。 

 以上のように、当第１四半期の連結業績は、前年同期と比較すると減収減益となりましたが、当連結会計期

間の連結業績予想に対しては、概ね想定の範囲内であります。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

 ① 開発事業 

開発事業におきましては、事業環境は依然厳しく、証券業および製造業向けの受注が大幅に減少した

結果、当事業の売上高は3,814百万円（前年同期比21.5％減）となりました。 

  

② 運用・構築事業 

運用・構築事業におきましては、学校関連の受注がほぼ横ばいだったものの、企業向けの受注が減少

したことにより、当事業の売上高は1,041百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 

  

③ 販売事業 

販売事業におきましては、株式会社ＳＲＡの販売事業は低調だったものの、株式会社ＡＩＴにおい

て、サーバーを中心とする機器販売で大型案件の受注があり、当事業の売上高は2,993百万円（前年同

期比11.3％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は、前期末と比較して、現金及び預金が1,376百万円、仕掛品が593

百万円増加しましたが、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が2,391百万円、償還により有価証券が999百万円

減少したため、流動資産は995百万円減少し、20,603百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の時価評

価等により311百万円増加し、5,231百万円となりました。この結果、資産合計は684百万円減少し、25,834百万円と

なりました。 

  一方、負債合計は法人税等の支払により未払法人税等が507百万円減少したこと及び買掛金が650百万円減少したこ

と等により、578百万円減少し、11,776百万円となり、純資産合計は配当金の支払等により、105百万円減少し、

14,058百万円となりました。 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

347百万円増加し、12,100百万円となりました。 

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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により資金は、1,126百万円増加いたしました。 

これは、主に売上債権の減少2,409百万円、賞与引当金の増加313百万円、税金等調整前四半期純利益298百万円

等のプラス要因と、法人税等の支払768百万円、仕入債務の減少658百万円、たな卸資産の増加658百万円等のマイ

ナス要因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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により資金は、117百万円減少いたしました。 

これは、主に投資有価証券の取得90百万円、定期預金の預入支出50百万円等のマイナス要因と、定期預金の払戻

収入20百万円、投資有価証券の売却による収入19百万円等のプラス要因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） 

財務活動により資金は、671百万円減少いたしました。 

これは、配当金の支払553百万円、短期借入金の純減額114百万円、長期借入金の返済４百万円によるものであり

ます。 

  

  

 当第１四半期の連結業績は、概ね予想の範囲内であり、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきまし

ては、平成21年５月14日公表の「平成21年３月期 決算短信」から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

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工事契約から、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

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りについては、あらかじめ契約上の成果物を作

業工程単位に分割するとともに各作業工程の価値を決定し、決算日において完了した作業工程の価値が全作業

工程に占める割合をもって作業進捗度とする）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。 

 なお、これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

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 11,712 10,335

受取手形及び売掛金 5,222 7,613

有価証券 503 1,503

商品及び製品 626 558

仕掛品 1,165 571

繰延税金資産 574 461

その他 803 591

貸倒引当金 △3 △37

流動資産合計 20,603 21,599

固定資産   

有形固定資産   

建物 254 254

減価償却累計額 △161 △157

建物（純額） 93 97

機械装置及び運搬具 724 717

減価償却累計額 △654 △646

機械装置及び運搬具（純額） 69 71

土地 0 0

その他 101 100

減価償却累計額 △67 △66

その他（純額） 33 33

有形固定資産合計 197 202

無形固定資産   

その他 395 429

無形固定資産合計 395 429

投資その他の資産   

投資有価証券 1,700 1,314

繰延税金資産 1,634 1,677

その他 1,451 1,413

貸倒引当金 △40 △10

投資損失引当金 △107 △107

投資その他の資産合計 4,638 4,287

固定資産合計 5,231 4,920

資産合計 25,834 26,519
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（単位：百万円）

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 2,052 2,702

短期借入金 2,250 2,368

未払法人税等 235 743

未払消費税等 143 414

未払費用 679 658

賞与引当金 882 568

役員賞与引当金 2 0

工事損失引当金 53 －

その他 1,095 542

流動負債合計 7,395 7,999

固定負債   

社債 300 300

退職給付引当金 3,641 3,620

役員退職慰労引当金 426 422

負ののれん 12 13

固定負債合計 4,380 4,356

負債合計 11,776 12,355

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 4,483 4,483

利益剰余金 9,119 9,518

自己株式 △894 △894

株主資本合計 13,708 14,107

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 313 60

為替換算調整勘定 △86 △121

評価・換算差額等合計 226 △61

新株予約権 88 83

少数株主持分 34 34

純資産合計 14,058 14,164

負債純資産合計 25,834 26,519
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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：百万円）

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 8,716 7,849

売上原価 6,975 6,595

売上総利益 1,741 1,254

販売費及び一般管理費 1,257 970

営業利益 483 283

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 7 13

その他 14 23

営業外収益合計 28 40

営業外費用   

支払利息 12 9

その他 9 4

営業外費用合計 22 14

経常利益 489 309

特別損失   

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 11

その他 0 0

特別損失合計 0 11

税金等調整前四半期純利益 488 298

法人税、住民税及び事業税 447 275

法人税等調整額 △154 △132

法人税等合計 293 143

少数株主利益 6 0

四半期純利益 189 154
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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）

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 488 298

減価償却費 59 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 4

賞与引当金の増減額（△は減少） 362 313

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △2

受取利息及び受取配当金 △13 △16

支払利息 12 9

固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 11

売上債権の増減額（△は増加） 3,089 2,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,020 △658

仕入債務の増減額（△は減少） △571 △658

その他の負債の増減額（△は減少） 98 611

未払消費税等の増減額（△は減少） △253 △270

その他 △292 △242

小計 1,919 1,887

利息及び配当金の受取額 12 15

利息の支払額 △12 △8

法人税等の支払額 △1,669 △768

営業活動によるキャッシュ・フロー 251 1,126

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 △23 △10

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △19 △7

投資有価証券の取得による支出 △60 △90

投資有価証券の売却による収入 － 19

貸付けによる支出 △0 △4

貸付金の回収による収入 2 4

定期預金の預入による支出 － △50

定期預金の払戻による収入 － 20

その他 △4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △106 △117
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（単位：百万円）

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) 

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 △114

長期借入金の返済による支出 △10 △4

配当金の支払額 △553 △553

財務活動によるキャッシュ・フロー △614 △671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △505 347

現金及び現金同等物の期首残高 11,265 11,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,760 12,100

－ 9 －



 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．当社の事業区分の方法は、サービスの種類、性質等の類似性を考慮して区分しております。 

  

  

 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） 

（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〕

  
開発事業
（百万円） 

運用・構築
  事業 
（百万円） 

販売事業
（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  4,860  1,167  2,688  8,716  －  8,716

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10  65  122  198 (198)  －

計  4,871  1,233  2,811  8,915 (198)  8,716

営業利益  665  261  233  1,159 (676)  483

  
開発事業
（百万円） 

運用・構築
  事業 
（百万円） 

販売事業
（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  3,814  1,041  2,993  7,849  －  7,849

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6  79  99  185 (185)  －

計  3,820  1,121  3,092  8,034 (185)  7,849

営業利益  336  236  180  754 (470)  283

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 

その他の地域

（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  7,780  935  8,716  －  8,716

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 6  7  13 (13)  －

  計  7,787  942  8,730 (13)  8,716

 営業利益  605  39  645 (161)  483

－ 10 －



  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記

載しております。 

その他の地域に属する主な国……米国、オランダ 

  

   

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して

記載しております。 

その他の地域に属する主な国……米国、オランダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

  
日本 

（百万円） 

その他の地域

（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  7,072  776  7,849  －  7,849

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 56  6  62 (62)  －

  計  7,129  783  7,912 (62)  7,849

 営業利益  300  73  374 (90)  283

〔海外売上高〕

  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  937  937

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  8,716

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.8  10.8

  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  776  776

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  7,849

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.9  9.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 11 －



 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

  

(2）仕入実績 

  

(3）受注状況 

  

(4）販売実績 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

開発事業  4,415  76.9

運用・構築事業  1,066  87.7

合計  5,482  78.8

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

販売事業  1,939  132.6

合計  1,939  132.6

事業の種類別セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

開発事業  4,931  77.3  4,551  68.4

運用・構築事業  701  61.0  1,447  81.4

販売事業  3,020  95.8  2,649  78.4

合計  8,653  81.0  8,648  73.2

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

開発事業  3,814  78.5

運用・構築事業  1,041  89.3

販売事業  2,993  111.3

合計  7,849  90.1

－ 12 －


