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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 15,035 △20.3 545 △48.5 575 △41.1 484 △42.1

21年3月期第2四半期 18,856 ― 1,059 ― 977 ― 836 ―

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 14.92 ―

21年3月期第2四半期 24.31 24.29

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 25,687 12,502 45.5 367.11
21年3月期 28,088 12,667 42.2 353.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,688百万円 21年3月期  11,866百万円

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 ― 3.00 ― 5.00 8.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 31,350 1.5 1,200 △20.0 1,250 △15.5 1,000 △14.5 31.08
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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  有  
（注）詳細は、５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、５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、実際の実績は、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。 

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 34,570,051株 21年3月期  34,570,051株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,731,570株 21年3月期  1,009,935株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 32,469,660株 21年3月期第2四半期 34,418,112株
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 当第２四半期（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、景気の悪化に底打
ちの兆しが見られるものの、一段と厳しさの増す雇用・所得環境や将来に対する悲観的な見方を反映
して、消費者の節約志向が一層進み、国内の消費は依然として弱含みで推移しております。企業業績
は回復局面にあるものの、業績回復の主因は経費削減であり、設備投資につきましても、前年比でほ
ぼ半減する等、極めて厳しい環境で推移いたしました。 
 当社が属するＩＴ（情報技術）サービス産業におきましても、ユーザー企業の業績悪化から投資抑
制に至る遅行性の影響もあって、ユーザー企業によるＩＴ投資の削減や先送りが依然として続いてお
り、事業環境は極めて厳しいままで推移いたしました。 
 このような環境の中で、当社は、「選択と集中」および「利益重視」の経営方針のもとで、足元の
業績を固めるため、当社グループの強みであるシステム開発を中心とする既存事業の強化・拡大に注
力いたしました。あわせて、人材の確保と育成を図るための人材投資や、新規事業である「サーバー
基盤構築ビジネス」、及びシステムプロ社との協業による新規事業である「クラウドソリューション
事業」への先行投資等、当社の今後の持続的成長を実現していくための施策についても積極的に推進
いたしました。 
 その結果、当第２四半期における連結業績は、売上高15,035百万円（前年同期比20.3%減）、営業利
益545百万円（同48.5%減）、経常利益575百万円（同41.1%減）、四半期純利益484百万円（同42.1%
減）となり、厳しい市場環境下において減収・減益を余儀なくされましたが、計画対比では、ほぼ予
定どおりの推移となりました。 
  
 売上高および各利益における主な減少要因は以下のとおりであります。 
  
 売上高は15,035百万円となり、前年同期に比べ3,821百万円（20.3%）の減少となりました。 
 売上高の主な減少要因は、システム商品販売事業（法人顧客にパソコン・サーバー等のシステム商
品を販売する事業）やシステムインテグレーション事業（システム構築およびそれに関わる機器等の
販売を行っている事業）において、主要顧客である大手製造業や外資系企業への売上高が、設備投資
抑制の影響を受け大幅に減少したこと。また、利益重視、キャッシュ・フロー重視の観点から利益の
取りにくい商品の販売を意図的に圧縮したこと等により、上記両事業部門の売上高が前年同期比3,552
百万円（33.2%）減少したことによるものであります。 
  
 営業利益は、545百万円となり、前年同期に比べ513百万円（48.5%）の大幅な減少となりました。主
な減少要因は、次のとおりであります。 
 まず、システム商品販売事業において、上述の売上高減少の影響で、営業利益が前年同期比173百万
円（70.4%）減少したこと。 
 次に、アウトソーシングサービス事業（システムの運用・保守やヘルプデスクを行っている事業）
において、事業環境の厳しさから稼働率の低下や単価引下げを余儀なくされたことから同事業の営業
利益が前年同期比113百万円（29.9%）減少したこと。 
 また、当第２四半期において、新規事業である「サーバー基盤構築ビジネス」や「クラウドソリュ
ーション事業」への先行投資負担が24百万円増加したこと等により、システムインテグレーション事
業の営業利益が前年同期比87百万円（72.7%）減少したこと等であります。 
 なお、当社の中核事業であるシステム開発事業においては、前年同期比△7.7%（61百万円）と一桁
の減少に留まっており、堅調な受注の中で、単価引下げ等の影響を最小限に留めることができており
ます。 
  
 経常利益は575百万円となり、前年同期に比べ401百万円（41.1%）の減少となりましたが、金融費用
の削減（83百万円）や持分法投資損失の減少（28百万円）、等の増益効果により、経常利益の減少幅
（401百万円）は、営業利益の減少幅（513百万円）に比べ112百万円圧縮されました。 
  
 四半期純利益は484百万円となり、前年同期に比べ352百万円（42.1%）の減少となりました。 
  
 なお、平成21年４月27日に公表しましたとおり、株主の皆様への利益配分および資本政策の一環と
して、平成21年４月28日から平成21年７月27日の期間において、2,000千株（600百万円）を上限とす
る自己株式の取得を実施しており、買付期間までに1,722千株（501百万円）の自己株式を取得し、終
了しております。 

【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
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(1) 資産、負債、純資産の状況に関する分析    

 流動資産は、現金及び預金の減少（579百万円）や受取手形及び売掛金の減少（1,278百万円）等に

より、前連結会計年度末に比べ1,818百万円減少し、12,752百万円となりました。 

 また、固定資産は、投資有価証券の減少（585百万円）等により、前連結会計年度末に比べ582百万

円減少し、12,935百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期末の資産合計は前連結会計年度末に比べ2,401百万円減少し、25,687百万

円となりました。 

 流動負債は、買掛金の減少（963百万円）や短期借入金の減少(352百万円）、一年以内返済予定の

長期借入金の減少（125百万円）等により、前連結会計年度末に比べ1,668百万円減少し、9,759百万

円となりました。 

 また、固定負債は、退職給付引当金の増加（84百万円）等がありましたが、社債の減少（100百万

円）や長期借入金の減少（525百万円）等により、前連結会計年度末に比べ568百万円減少し、3,425

百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期末の負債合計は前連結会計年度末に比べ2,236百万円減少し、13,185百万

円となりました。 

 純資産は、四半期純利益（484百万円）の計上等の増加がありましたが、配当金の支払い（167百万

円）や自己株式の取得による減少（501百万円）等により、前連結会計年度末に比べ164百万円減少

し、12,502百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析  

  当第２四半期累計期間における連結キャッシュ・フローは、以下の通りであります。  

 

 税金等調整前四半期純利益（572百万円）や売上債権の減少（1,052百万円）等のプラス項目が、仕

入債務の減少（865百万円）等のマイナス項目を上回ったため、営業活動によるキャッシュ・フロー

は800百万円のプラスとなりました。 

 なお、前年同期比では、490百万円の減少となりました。 

 投資有価証券の売却による収入（382百万円）や関係会社株式の売却による収入（209百万円）等の

プラス項目が、定期預金の預入による支出（200百万円）等のマイナス項目を上回ったため、投資活

動によるキャッシュ・フローは340百万円のプラスとなりました。 

 なお、前年同期比では、355百万円の増加となりました。 

 自己株式の取得による支出（501百万円）、配当金の支払い（167百万円）、短期借入金の純減額

（352百万円）および長期借入金の返済による支出（650百万円）等により、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは1,820百万円のマイナスとなりました。 

 なお、前年同期比では、285百万円の減少となりました。 

以上の結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は4,912百万円となり、前年同期に比

べ259百万円の増加となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

[資産の部]

[負債の部]

[純資産の部]

(単位：百万円)

前第２四半期累計 当第２四半期累計

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,290 800

 投資活動によるキャッシュ・フロー △14 340

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,535 △1,820

 現金及び現金同等物の増減額 △259 △679

 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,653 4,912

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

[投資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]
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 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月27日に公表しました通期業績予想を修正

しております。詳しくは平成21年10月22日公表の「平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想値

と決算値との差異及び、平成22年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

該当事項はありません。 

重要な事項はありません。 

①受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を

採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１四半期連結会計期間より適用し、当第２四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(ソフトウエア開発の進捗率の見積りは原

価比例法）を適用し、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193百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ50百万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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,275 5,854

受取手形及び売掛金 5,852 7,131

商品 244 366

仕掛品 204 137

繰延税金資産 817 835

その他 370 253

貸倒引当金 △13 △8

流動資産合計 12,752 14,571

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,769 2,830

土地 6,052 6,059

その他（純額） 246 275

有形固定資産合計 9,069 9,165

無形固定資産   

ソフトウエア 57 62

その他 47 47

無形固定資産合計 104 109

投資その他の資産   

投資有価証券 385 971

長期貸付金 427 445

繰延税金資産 2,997 2,987

その他 582 490

貸倒引当金 △632 △652

投資その他の資産合計 3,761 4,242

固定資産合計 12,935 13,517

資産合計 25,687 28,088
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,747 3,711

短期借入金 4,037 4,390

1年内返済予定の長期借入金 1,139 1,265

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 76 162

賞与引当金 385 396

その他 1,173 1,302

流動負債合計 9,759 11,427

固定負債   

社債 200 300

長期借入金 950 1,475

退職給付引当金 1,791 1,706

役員退職慰労引当金 190 181

その他 294 330

固定負債合計 3,425 3,994

負債合計 13,185 15,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,392 5,392

資本剰余金 2,680 2,680

利益剰余金 4,347 4,031

自己株式 △735 △233

株主資本合計 11,685 11,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △3

評価・換算差額等合計 2 △3

少数株主持分 814 800

純資産合計 12,502 12,667

負債純資産合計 25,687 28,088
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

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

売上高 18,856 15,035

売上原価 16,484 13,157

売上総利益 2,372 1,877

販売費及び一般管理費 1,312 1,332

営業利益 1,059 545

営業外収益   

不動産賃貸料 158 148

雑収入 32 26

営業外収益合計 190 174

営業外費用   

支払利息 92 50

不動産賃貸原価 69 62

支払手数料 79 24

雑損失 30 5

営業外費用合計 272 144

経常利益 977 575

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 2

投資有価証券売却益 － 4

その他 1 －

特別利益合計 8 6

特別損失   

関係会社株式売却損 11 －

減損損失 － 9

特別損失合計 11 9

税金等調整前四半期純利益 974 572

法人税、住民税及び事業税 106 53

法人税等調整額 △13 6

法人税等合計 92 59

少数株主利益 45 29

四半期純利益 836 484
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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

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

売上高 9,872 7,742

売上原価 8,583 6,790

売上総利益 1,289 951

販売費及び一般管理費 656 672

営業利益 633 279

営業外収益   

不動産賃貸料 79 73

雑収入 15 17

営業外収益合計 95 91

営業外費用   

支払利息 47 24

不動産賃貸原価 36 32

支払手数料 44 11

雑損失 20 4

営業外費用合計 149 73

経常利益 579 296

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 0

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 5 4

特別損失   

減損損失 － 9

特別損失合計 － 9

税金等調整前四半期純利益 584 291

法人税、住民税及び事業税 54 27

法人税等調整額 △13 6

法人税等合計 41 33

少数株主利益 19 17

四半期純利益 524 240
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 974 572

減価償却費 152 138

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 △11

売上債権の増減額（△は増加） 2,124 1,052

たな卸資産の増減額（△は増加） 53 55

仕入債務の増減額（△は減少） △1,954 △865

その他 61 47

小計 1,436 989

利息及び配当金の受取額 15 10

利息の支払額 △95 △56

法人税等の支払額 △65 △143

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,290 800

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △16 △200

投資有価証券の売却による収入 14 382

関係会社株式の売却による収入 15 209

有形及び無形固定資産の取得による支出 △29 △48

貸付金の回収による収入 8 4

その他の支出 △21 △18

その他の収入 12 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △14 340

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） 1,178 △352

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △2,580 △650

社債の償還による支出 △100 △100

株式の発行による収入 40 －

配当金の支払額 △240 △167

自己株式の取得による支出 △9 △501

自己株式の売却による収入 22 0

その他 △44 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,535 △1,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △259 △679

現金及び現金同等物の期首残高 4,912 5,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,653 4,912
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該当事項はありません。 

  

(単位:百万円)

 
(注) １ 事業区分の方法 

  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 各区分の主な事業内容 

  システム開発事業       … システムコンサルティング、サービスシステム設計・開発・保守 

  アウトソーシングサービス事業 … コンピュータシステム・ネットワークの保守・運用・監視、 

                   ヘルプデスク、ユーザーサポート、データ入力 

  システムインテグレーション事業… ネットワークコンサルティング・構築サービス、 

                   企業向けシステム構築サービス、POSシステム構築 

  システム商品販売事業     … 法人顧客及びSI/VAR向けIT関連商品の販売 

  

(単位:百万円)

 
(注) １ 事業区分の方法 

  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 各区分の主な事業内容 

  システム開発事業       … システムコンサルティング、サービスシステム設計・開発・保守 

  アウトソーシングサービス事業 … コンピュータシステム・ネットワークの保守・運用・監視、 

                   ヘルプデスク、ユーザーサポート、データ入力 

  システムインテグレーション事業… ネットワークコンサルティング・構築サービス、 

                   企業向けシステム構築サービス、POSシステム構築 

  システム商品販売事業     … 法人顧客及びSI/VAR向けIT関連商品の販売 

(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】

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

システム 
開発事業

アウト
ソーシング
サービス 
事業

システム
インテグ 
レーション

事業

システム
商品販売 
事業

計
消去又は 
全社

連 結

Ⅰ 売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,595 2,561 2,870 7,827 18,856 ― 18,856

(2) セグメント間の内部売上高 ─ 26 0 ─ 26 (26) ―

計 5,595 2,587 2,871 7,827 18,882 (26) 18,856

売上構成比(%) 29.7 13.7 15.2 41.5 100.1 (0.1) 100.0

営業費用 4,800 2,209 2,750 7,580 17,341 455 17,797

営業利益 795 378 120 246 1,541 (482) 1,059

営業利益率(%) 14.2 14.6 4.2 3.2 8.2 ― 5.6

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

システム 
開発事業

アウト
ソーシング
サービス 
事業

システム
インテグ 
レーション

事業

システム
商品販売 
事業

計
消去又は 
全社

連 結

Ⅰ 売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,385 2,509 1,628 5,511 15,035 ― 15,035

(2) セグメント間の内部売上高 ─ 21 3 2 28 (28) ―

計 5,385 2,531 1,632 5,514 15,063 (28) 15,035

売上構成比(%) 35.8 16.8 10.9 36.7 100.2 (0.2) 100

営業費用 4,651 2,265 1,599 5,441 13,958 531 14,489

営業利益 733 265 32 73 1,105 (559) 545

営業利益率(%) 13.6 10.5 2.0 1.3 7.3 ― 3.6

－11－

カテナ㈱（9815）平成22年３月期　第２四半期決算短信



   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」に記載のとおり、第１四半 

  期連結会計期間より、受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準については、「工事契 

  約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用し、当第２四半期連結会計期 

  間末までの進捗部分についての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（ソフトウエア開 

  発の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し、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。 

   この変更に伴い、従来の方法に比べ、システム開発事業において、売上高が193百万円増加し、営業利 

  益が50百万円増加しております。   

  

   本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はあり
ません。 

  

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載の省略をしております。 

  

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

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

【海外売上高】

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

(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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