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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,146 △9.6 62 △41.8 63 △41.0 35 △41.9

21年3月期第2四半期 1,269 ― 108 ― 108 ― 61 ―

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2四半期 1,604.57 ―

21年3月期第2四半期 2,762.47 ―

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2四半期 2,195 1,481 67.5 66,506.40
21年3月期 2,191 1,445 66.0 64,901.83

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,481百万円 21年3月期  1,445百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,000 12.4 330 7.3 330 5.5 188 4.5 8,439.95
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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．その他をご覧下さい。 

(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2四半期 22,275株 21年3月期  22,275株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―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2四半期 22,275株 21年3月期第2四半期 22,275株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、当社が現在入手可能な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のでご了承ください。 
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 当第２四半期（６か月）における我が国の経済は、企業収益の悪化による設備投資の低迷や雇用環境の悪化によ

る個人消費の冷え込みなど、引き続き厳しい状況が続きました。一方、景気指標などは昨年の悪化から下げ止まり

の様相を見せ、各企業における雇用や設備の過剰感は依然として高いものの、今後の経済情勢は緩やかな回復が続

くと思われます。 

 情報産業分野においては、短納期・低コストといった事業環境が一層顕著になり、Webシステムの重要性は高まっ

ているものの、各企業の設備投資は全般的に減少傾向にあり、新規案件へのIT投資の延期や見直しを行うお客様が増

加するなど、引き続き厳しい環境となりました。 

 このような情勢のもと、当社は「市場におけるプレゼンス確立」のため、当社がこれまで手がけてこなかったERP

分野や今後拡大が見込まれるSaaS・クラウド分野に対してもパートナ企業と連携して、当社製品を基盤としたソリュ

ーションの強化に努めました。 

 また、「積極的な製品強化の投資」を実施し、視覚的な開発やドキュメント等の自動生成を可能とした「eBuilder 

ApplicationProducer」をリリースし、従来より一層、SOA型システム開発における生産性の向上を可能にしました。

  この結果、当社の平成22年３月期第２四半期（６か月）の業績につきましては、売上高 千円（前年同期

比 9.6％減）、営業利益 千円（前年同期比 41.8％減）、経常利益 千円（前年同期比 41.0％減）、四半

期純利益 千円（前年同期比 41.9％減）となりました。 

 事業部門別の業績は、次のとおりです。 

① パッケージ事業 

 大型案件の受注を受け、基盤製品及びアプリケーション群ともに好調に推移し、また保守についても堅調に推移

し、売上高は657,993千円（前年同期比 9.3％増）となりました。 

② サービス事業 

 「intra-mart」を利用したシステム開発やコンサルティングなどの周辺サービスは、新規案件の延期や中断に伴い

コンサルティング案件の受注が伸びず、売上高は458,519千円（前年同期比 26.5％減）となりました。 

③ その他の事業 

 上記２事業に関連するソフトウェア及びハードウェアの販売等となり、当初の見込みのとおり30,153千円（前年同

期比 29.7％減）となりました。 

  

（当社の四半期業績の特性について）  

 当社のパッケージ事業及びサービス（コンサルティング、システム開発等）事業は、一般企業を対象としており、

事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、システムの導入・検収が年度の節目である９月及び３月

に集中する傾向にあります。後述のとおり当事業年度よりサービス事業の一部の売上高の計上基準については、工事

進行基準を適用しておりますが、売上高の大半が工事完成基準（検収基準）である当社の業績にも季節的変動があ

り、売上高、利益とも第２、４四半期に集中する傾向があります。  

 当第２四半期会計期間末における総資産は、出資に伴う投資有価証券の取得等による固定資産の増加があったもの

の、期末債権の入金・支払等による流動資産・負債の減少により、前事業年度末に比べ4,120千円増加し、

千円となりました。 

 また、当第２四半期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、期末売上債権の入金

等があったものの、税金の支払いや出資に伴う投資有価証券の取得等により、前事業年度末に比べ237,949千円減少

し、 千円となりました。 

 当第２四半期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194,939千円（前年同四半期は318,898千円の獲得）となりました。 

 これは主に、前期末に計上された売上債権が減少したこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は432,889千円（前年同四半期は206,029千円の使用）となりました。 

 これは主に、販売用ソフトウェアの取得と出資に伴う投資有価証券の取得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） 

  財務活動による資金の動きはありませんでした。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

1,146,667

62,925 63,999

35,741

２．財政状態に関する定性的情報

2,195,166

550,529
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  情報産業分野は、各企業の設備投資の過剰感が総じて高く、IT投資に関しても引き続き抑制される傾向にあると思

われます。当社事業がターゲットとするWebシステムの環境も、クラウドコンピューティングやSaaS等の新たな分野

での展開が実現しているものの、これまで以上に短納期・低コストといった内容が求められおり、引き続き厳しい環

境が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社は上記クラウドコンピューティングやSaaS等の新たな分野での事業展開を深耕させる

べく、他社とのアライアンスを含め、積極的に取り組んでいきます。 

  また、サービス事業に関しては、新規案件の獲得に遅れが見られるものの、既存顧客に対しては堅調に推移してお

り、パッケージ事業においては当初計画をわずかながら上回る水準で推移しているなど、第２四半期の業績も概ね堅

調に推移していることから、業績予想に変更はありません。 

  

１．簡便な会計処理  

 ・固定資産の定率法に基づく減価償却費の算定方法は、当第２四半期会計期間を含む事業年度に係る減価償却

  費の額を期間按分して算定しております。 

 ・法人税等については、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算定しております。なお、永久差

  異及び重要な一時差異等については、算定上考慮しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

 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）を第１四半期会計期間から適用し、第１四半期会計

期間に着手した工事契約から、当第２四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。 

 これにより、売上高は19,668千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,407千円

増加しております。 

  

  

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 550,529 788,479 

売掛金 368,167 434,330 

未収入金 219,884 2,355 

仕掛品 5,940 560 

原材料及び貯蔵品 2,060 1,941 

前渡金 14,852 40,042 

前払費用 52,769 52,845 

繰延税金資産 24,866 24,866 

関係会社短期貸付金 25,000 25,000 

その他 587 582 

貸倒引当金 △97 △463 

流動資産合計 1,264,560 1,370,540 

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,610 19,610 

減価償却累計額 △13,796 △12,275 

建物（純額） 5,814 7,335 

工具、器具及び備品 25,203 23,795 

減価償却累計額 △14,799 △13,100 

工具、器具及び備品（純額） 10,403 10,694 

有形固定資産合計 16,218 18,030 

無形固定資産   

ソフトウエア 406,728 261,775 

ソフトウエア仮勘定 124,757 257,470 

その他 163 194 

無形固定資産合計 531,649 519,440 

投資その他の資産   

投資有価証券 100,000 － 

関係会社株式 10,000 10,000 

関係会社出資金 125,533 125,533 

従業員に対する長期貸付金 2,618 2,913 

敷金及び保証金 90,087 90,087 

繰延税金資産 54,499 54,499 

投資その他の資産合計 382,739 283,034 

固定資産合計 930,606 820,505 

資産合計 2,195,166 2,191,046 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,989 219,582 

未払金 39,296 34,894 

未払法人税等 31,050 109,191 

未払消費税等 7,847 16,450 

前受金 335,305 295,865 

預り金 3,844 3,294 

賞与引当金 39,702 28,391 

流動負債合計 662,036 707,670 

固定負債   

退職給付引当金 51,700 37,687 

固定負債合計 51,700 37,687 

負債合計 713,736 745,358 

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,262 516,262 

資本剰余金 446,262 446,262 

利益剰余金 518,905 483,163 

株主資本合計 1,481,430 1,445,688 

純資産合計 1,481,430 1,445,688 

負債純資産合計 2,195,166 2,191,046 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,269,048 1,146,667 

売上原価 809,912 694,922 

売上総利益 459,135 451,744 

販売費及び一般管理費   

給料 82,433 92,397 

賞与 22,089 24,658 

役員報酬 38,404 42,157 

法定福利費 18,567 18,265 

退職給付費用 3,958 7,165 

広告宣伝費 12,155 6,841 

研究開発費 9,533 8,786 

減価償却費 5,173 4,117 

地代家賃 27,081 27,096 

業務委託費 77,464 92,473 

その他 54,112 64,857 

販売費及び一般管理費合計 350,973 388,818 

営業利益 108,162 62,925 

営業外収益   

受取利息 349 80 

固定資産売却益 － 621 

貸倒引当金戻入額 73 365 

その他 2 6 

営業外収益合計 426 1,073 

営業外費用   

固定資産除却損 31 － 

営業外費用合計 31 － 

経常利益 108,557 63,999 

税引前四半期純利益 108,557 63,999 

法人税等 47,023 28,257 

四半期純利益 61,534 35,741 
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 817,207 713,569 

売上原価 516,184 413,801 

売上総利益 301,022 299,767 

販売費及び一般管理費   

給料 39,533 42,901 

賞与 10,928 12,195 

役員報酬 21,040 21,078 

法定福利費 9,598 8,966 

退職給付費用 511 2,298 

広告宣伝費 509 4,622 

研究開発費 7,550 6,008 

減価償却費 2,540 2,116 

地代家賃 13,399 13,648 

業務委託費 38,111 38,804 

その他 23,441 24,894 

販売費及び一般管理費合計 167,166 177,536 

営業利益 133,856 122,231 

営業外収益   

受取利息 332 65 

固定資産売却益 － 621 

貸倒引当金戻入額 △398 0 

その他 0 2 

営業外収益合計 △65 688 

営業外費用   

固定資産除却損 31 － 

営業外費用合計 31 － 

経常利益 133,759 122,920 

税引前四半期純利益 133,759 122,920 

法人税等 55,471 51,116 

四半期純利益 78,288 71,804 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 108,557 63,999 

減価償却費 137,770 140,495 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 △365 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,272 14,012 

受取利息及び受取配当金 △349 △80 

有形固定資産除却損 31 － 

売上債権の増減額（△は増加） 147,980 66,163 

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,836 △5,498 

仕入債務の増減額（△は減少） 22,242 △30,244 

未払金の増減額（△は減少） △6,344 4,963 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,362 △8,602 

その他の資産の増減額（△は増加） △12,075 5,114 

その他の負債の増減額（△は減少） 50,796 50,212 

小計 402,607 300,169 

利息及び配当金の受取額 349 80 

法人税等の支払額 △84,059 △105,310 

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,898 194,939 

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 △1,534 △1,408 

無形固定資産の取得による支出 △155,290 △331,771 

子会社株式の取得による支出 △10,000 － 

投資有価証券の取得による支出 － △100,000 

貸付けによる支出 △35,000 － 

貸付金の回収による収入 285 290 

その他 △4,490 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,029 △432,889 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,868 △237,949 

現金及び現金同等物の期首残高 639,049 788,479 

現金及び現金同等物の四半期末残高 751,918 550,529 
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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