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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 17,422 △2.7 799 43.1 833 37.0 667 28.9
21年3月期第2四半期 17,912 ― 558 ― 608 ― 518 ―

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 16.39 16.39
21年3月期第2四半期 12.14 ―

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 60,905 46,319 75.8 1,133.70
21年3月期 60,446 45,959 75.8 1,125.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  46,186百万円 21年3月期  45,838百万円

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 ― 7.00 10.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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  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 37,700 △0.6 2,000 12.7 2,090 11.7 1,660 8.5 40.75



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、今後の様々な要因によって予想数値と異な 
る場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。 

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2四半期 48,000,000株 21年3月期  48,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,260,013株 21年3月期  7,258,361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 40,740,732株 21年3月期第2四半期 42,679,703株



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

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出が増加するなど持ち直してきておりま

すが、企業収益は減少が続いており、依然として厳しい状況にあります。

　情報サービス業界においては、昨年後半から需要が減少し、競争の激化と単価の下落により厳しい環境にあります

が、一部業種からの需要動向には明るい兆しがみられます。

　このような環境のもと、当社グループは、３ヶ年の中期経営計画「innovation500－変革の３年－」の初年度として

事業構造改革を推進しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、公共分野は好調に推移いたしましたが、厳しい経済環境を受けて、

サービス業及び証券業等におけるシステム開発（準委任）が落ち込んだことから、売上高は前年同期比４億89百万円

減収（2.7％減）の174億22百万円となりました。営業利益は、不採算案件の撲滅や原価低減等による売上総利益の改

善が販管費の増加を吸収し、前年同期比２億40百万円増益（43.1％増）の７億99百万円となりました。経常利益につ

いても前年同期比２億25百万円増益（37.0％増）の８億33百万円となりました。この結果、四半期純利益は前年同期

比１億49百万円増益（28.9％増）の６億67百万円となりました。

　事業部門別の売上高は次のとおりです。なお、当年度より事業部門別の区分をシステム工程別の新区分に変更して

おります（各区分の詳細については、用語解説をご参照ください）。

　前工程のITコンサル・要件定義は、前年同期比90百万円増収の１億51百万円となりました。

　中工程のシステム開発は、前年同期比８億68百万円減収の72億９百万円となりました。一括は、前年度受注した地

方自治体の大口案件の貢献等により堅調に推移いたしましたが、準委任は、サービス業及び証券業向け事業が大幅に

減少いたしました。

　後工程については、運用及びシステム保守が増加し、前年同期比３億49百万円増収の84億89百万円となりました。

　事業部門別売上高 （単位：百万円）　

前工程 中工程 後工程

その他 合計
ITコンサル 要件定義

システム開発

運用 システム保守

準委任 一括

当第２四半期

連結累計期間
78 73 3,113 4,095 6,806 1,683 1,571 17,422

前第２四半期

連結累計期間
11 49 4,171 3,906 6,594 1,545 1,632 17,912

増減額 66 24 △1,058 189 211 138 △61 △489

　業種分野別売上高は次のとおりです。

　公共分野は、地方自治体向けシステム開発（一括）の増加等により、前年同期比５億31百万円増収の48億78百万円

となりました。

　金融分野は、生損保業向け事業は堅調に推移いたしましたが、証券業及び銀行業向けのシステム開発（準委任）が

減少し、前年同期比67百万円減収の65億17百万円となりました。

　産業分野は、サービス業向けシステム開発（準委任）の減少等により、前年同期比９億53百万円減収の60億26百万

円となりました。

　業種分野別売上高 （単位：百万円）　

 公共 金融　 産業　 合計

当第２四半期

連結累計期間
4,878 6,517 6,026 17,422

前第２四半期

連結累計期間
4,347 6,585 6,979 17,912

増減額 531 △67 △953 △489



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は609億５百万円となり、前年度末に比べ４億58百万円増加いたしました。

　流動資産は、４百万円減少し、309億65百万円となりました。主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少し、預

け金が増加いたしました。固定資産は、主に無形固定資産のソフトウェアの増加により、４億63百万円増加し299億40

百万円となりました。

　流動負債は、28百万円増加し、59億23百万円となりました。固定負債は、69百万円増加し、86億63百万円となりま

した。純資産は、主に四半期純利益の計上により３億60百万円増加し、463億19百万円となりました。

　（連結キャッシュ・フローの概況）

　当第２四半期末における現金及び現金同等物は213億61百万円となり、前年度末に比べ16億６百万円増加いたしまし

た。

　営業活動により得られた資金は、売掛金回収に伴う売上債権の減少等により37億23百万円となりました。投資活動

により使用した資金は、主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により17億94百万円となりました。

財務活動により使用した資金は、配当金の支払い等により３億22百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当年度については、第３四半期以降についても、民間企業の情報化投資需要は厳しい状況が続くと考えられます。

このような環境のなか、当社グループは、事業構造改革を推進し、新規顧客及び新規事業の開拓に努めてまいります。

　連結業績予想については、平成21年10月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において、第２四半期ま

での業績動向を踏まえ、通期の売上高は、期初予想と比較し下方修正いたしましたが、利益面については、上方修正

いたしました。同予想については変更がありません。

　なお、当年度の配当については、平成21年10月23日開催の取締役会において１株当たり６円の中間配当を決議いた

しました。また、期末配当１株当たり６円を含めた年間配当１株当たり12円の予想に変更はありません。

　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、今後の

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

【注記：用語解説】

（用語１）ITコンサル

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムやソフトウェアの開発の上流工程においてお客様に対してコンサルを行う業務をいいます。具体的には、

ISMS（用語８）や情報セキュリティに関するコンサルを行っています。

（用語２）要件定義

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。　

　システムやソフトウェアの開発において、どのような機能が要求されていて、実装されるべきなのかを明確にして

いく業務をいいます。当社と顧客の双方の協力により定義が行われ、その成果は「要件定義書」としてまとめられま

す。

（用語３）システム開発（準委任）

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムやソフトウェアの開発において、実装（コーディング）やテスト、導入など、具体的なソフトウェアの構

築・配備に関する工程において、その報酬形態が人月単価での契約となっている業務をいいます。

（用語４）システム開発（一括）

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムの提供やソフトウェアの開発において、その契約形態が一括請負契約となっている業務やパッケージソフ

トウェアの販売業務をいいます。

（用語５）運用

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　お客様のシステムやソフトウェアについての運用管理業務をいいます。当社のデータセンターにてお客様のシステ

ム全ての運用・管理を請負うアウトソーシングやハウジングサービス、情報処理サービスなど多岐に渡りますが当社

が強みとする業務です。　



（用語６）システム保守

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システム開発（一括）（用語４）業務を行い、納品後に行うそのシステムやソフトウェアについての保守業務をい

います。

（用語７）その他サービス

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　情報機器の販売やデータ入力業務など上記業務に含まれない業務をいいます。

 (用語８) ISMS（アイ・エス・エム・エス）:Information Security Management Systemの略

　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経済

産業省から公表されました。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制度で、

最新の技術革新に対応しています。

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）

　該当事項はありません。

（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

１．簡便な会計処理　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第２四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。

（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

・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、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１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、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ものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のものについては完成

基準を適用しております。

　これによる当第２四半期連結累計期間の売上高、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

影響は軽微であります。



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 8,257 10,650

受取手形及び売掛金 6,235 8,709

有価証券 151 150

仕掛品 1,494 1,050

原材料及び貯蔵品 81 72

前払費用 337 355

繰延税金資産 956 956

預け金 13,400 9,000

その他 84 54

貸倒引当金 △33 △30

流動資産合計 30,965 30,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,371 17,902

減価償却累計額 △8,023 △8,555

建物及び構築物（純額） 9,348 9,346

工具、器具及び備品 4,315 3,943

減価償却累計額 △2,893 △2,757

工具、器具及び備品（純額） 1,422 1,186

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,872 21,634

無形固定資産   

ソフトウエア 2,079 1,520

その他 42 44

無形固定資産合計 2,121 1,564

投資その他の資産   

投資有価証券 710 695

長期前払費用 567 683

繰延税金資産 3,258 3,258

長期預金 500 600

その他 912 1,044

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,945 6,277

固定資産合計 29,940 29,476

資産合計 60,905 60,446



（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 1,407 1,535

短期借入金 91 99

未払費用 1,197 1,793

未払法人税等 219 133

未払消費税等 99 121

前受金 544 209

賞与引当金 1,205 1,167

役員賞与引当金 24 41

受注損失引当金 159 －

その他 973 792

流動負債合計 5,923 5,894

固定負債   

退職給付引当金 8,186 8,050

役員退職慰労引当金 66 296

その他 411 246

固定負債合計 8,663 8,593

負債合計 14,586 14,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 17,548

利益剰余金 2,771 2,389

自己株式 △5,435 △5,434

株主資本合計 46,342 45,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △155 △122

評価・換算差額等合計 △155 △122

新株予約権 56 46

少数株主持分 75 74

純資産合計 46,319 45,959

負債純資産合計 60,905 60,446



（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 17,912 17,422

売上原価 15,155 13,980

売上総利益 2,756 3,441

販売費及び一般管理費 2,198 2,642

営業利益 558 799

営業外収益   

受取利息 32 30

受取配当金 10 9

不動産賃貸料 19 16

その他 14 11

営業外収益合計 77 67

営業外費用   

支払利息 4 5

不動産賃貸費用 19 26

その他 4 1

営業外費用合計 27 33

経常利益 608 833

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

関係会社株式売却益 14 －

その他 1 0

特別利益合計 17 0

特別損失   

固定資産除却損 1 11

事務所撤去費用 17 14

その他 5 1

特別損失合計 24 27

税金等調整前四半期純利益 601 806

法人税等 88 137

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 1

四半期純利益 518 667



（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 601 806

減価償却費 1,059 984

賞与引当金の増減額（△は減少） 88 38

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5 △16

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 159

退職給付引当金の増減額（△は減少） 166 135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66 △230

受取利息及び受取配当金 △43 △39

支払利息 4 5

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

関係会社株式売却損益（△は益） △14 －

固定資産除却損 1 11

売上債権の増減額（△は増加） 5,783 2,808

たな卸資産の増減額（△は増加） △448 △454

その他の資産の増減額（△は増加） △183 △15

仕入債務の増減額（△は減少） △749 △121

その他の負債の増減額（△は減少） △167 △555

その他 70 207

小計 6,105 3,724

利息及び配当金の受取額 43 39

利息の支払額 △4 △5

法人税等の還付額 16 69

法人税等の支払額 △145 △104

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,015 3,723

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △0 △0

預け金の預入による支出 － △400

長期預金払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △138 △783

有形固定資産の売却による収入 0 218

無形固定資産の取得による支出 △493 △979

無形固定資産の売却による収入 0 29

長期前払費用の取得による支出 △98 △58

投資有価証券の売却による収入 8 －

関係会社株式の売却による収入 150 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △2 △2

その他 7 81

投資活動によるキャッシュ・フロー △565 △1,794

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） △6 △8

リース債務の返済による支出 △6 △29

自己株式の取得による支出 △482 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1 △283

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △495 △322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,954 1,606

現金及び現金同等物の期首残高 15,516 19,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,470 21,361



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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）及び当第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）

　当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割

合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

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）及び当第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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及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〕

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）

海外売上高がないため該当事項はありません。

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

剰余金の配当

　　　当社は、前期期末配当に関し、平成21年６月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………285百万円

(ハ）１株当たりの配当額…………………７円

(ニ）基準日…………………平成21年３月31日

(ホ）効力発生日……………平成21年６月25日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金



「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 

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  6,530  8,851

　売掛金  5,657  8,025

　有価証券  151  150

　仕掛品  1,431  975

　原材料及び貯蔵品  81  72

　預け金  13,000  9,000

　その他  1,273  1,260

　貸倒引当金  △30  △28

流動資産合計  28,095  28,308

　固定資産     

　有形固定資産  20,553  20,257

　無形固定資産  2,092  1,532

　投資その他の資産  7,682  7,913

固定資産合計  30,327  29,703

　資産合計  58,422  58,011

負債の部     

　流動負債     

　買掛金  1,420  1,554

　未払法人税等  131  63

　その他  3,683  3,634

流動負債合計  5,236  5,252

　固定負債     

　退職給付引当金  7,711  7,586

　その他  395  404

固定負債合計  8,106  7,990

負債合計  13,342  13,242

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 31,457 31,457

　　資本剰余金 17,548 17,548

　　利益剰余金 1,608 1,273

　　自己株式 △5,435 △5,434

　　株主資本合計 45,179 44,845

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 △155 △122

　　評価・換算差額等合計 △155 △122

　新株予約権 56 46

純資産合計 45,080 44,769

負債純資産合計 58,422 58,011

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。



（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

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）

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）

売上高  15,450  15,799

売上原価  12,522  13,533

売上総利益  2,928  2,266

販売費及び一般管理費  2,316  1,830

営業利益  612  435

営業外収益  191  193

営業外費用  86  68

経常利益  718  560

特別利益  －  3

特別損失  26  50

税引前四半期純利益  691  512

法人税等  70  24

四半期純利益  620  488

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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