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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 5,022 △29.6 8 △98.8 19 △97.3 1 △99.7
21年3月期第2四半期 7,135 ― 711 ― 734 ― 422 ―

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 21.35 ―
21年3月期第2四半期 6,155.84 ―

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 9,587 8,326 86.8 121,390.92
21年3月期 9,962 8,420 84.5 122,765.70

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  8,326百万円 21年3月期  8,420百万円

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 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年3月期 ― 1,250.00
22年3月期 
（予想）

― 1,250.00 2,500.00

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  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 11,000 △21.7 400 △70.2 400 △71.3 230 △71.6 3,353.21

－ 1 －



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  無  

(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．その他をご覧ください。 

(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 68,591株 21年3月期 68,591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 68,591株 21年3月期第2四半期 68,591株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・将来に関する記述等についてのご注意 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合がありま
す。業績予想に関する事項は、４ページをご覧ください。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、リーマンショック以降の世界的な金融危機から徐々に回復しつつ

あるものの、そのスピードは極めて緩やかであります。企業の生産活動も一部明るい兆しが出始めてはお

りますが、多くの企業はコスト削減や事業再編などの体質強化を最優先課題として取り組んでいるという

のが現状であります。また、雇用環境については、失業率の悪化に加え、有効求人倍率が１倍を割り込み

過去最低を記録するなど、依然として非常に厳しい状況が続いており、その対策が急がれるところであり

ます。さらに、景気の低迷により節約志向を強めている個人の消費意欲の減退も深刻さを増しており、今

後の景気対策の効果が期待されるところでありますが、実体経済に表れるまでにはまだ時間を要するもの

と思われます。 

このような環境のもと、顧客企業の情報化投資についても依然として慎重姿勢に大きな変化は見られ

ず、案件の選別・抑制の傾向も継続しているというのが現状であります。また、情報化投資が本格的な積

極姿勢に転換するのは景気の明るさが広範に見え始めると予想される来年度以降になるものと思われま

す。 

当社は、このような厳しい経営環境の中、顧客企業の投資ニーズについての情報収集のために営業力を

集中し、受注確度の高い案件を中心にアプローチしてまいりました。そのため、案件の引合いは増加して

おりますが、実際に立ち上がるまでに時間がかかる傾向にあります。また、要員の不稼動を極小化するた

め、外部委託との入れ替えを進め、さらに部門横断的な要員の異動等を行いながら、スキルアンマッチな

どによる受注機会損失を発生させない体制づくりを進めております。 

  

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、5,022百万円（前年同期比△29.6％）、営業利益は、8百万円（前年同期比△98.8％）、経常

利益は、19百万円（前年同期比△97.3％）、四半期純利益は、1百万円（前年同期比△99.7％）となりま

した。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ375百万円減少し、9,587百万円（前事業年度末比△3.8％）とな

りました。 

流動資産の減少346百万円は、主に前事業年度３月末検収案件の回収等による売掛金の減少850百万

円によるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ281百万円減少し、1,260百万円（前事業年度末比△18.3％）とな

りました。これは主に、買掛金の減少によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

〈資産〉

〈負債〉
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純資産合計は、前事業年度末に比べ94百万円減少し、8,326百万円（前事業年度末比△1.1％）とな

りました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、509百万円（前年同期比＋511百万円）となりました。これ

は主に、営業収入が減少した一方で、外注費の支払及び購入による支出や法人税等の支払額が減少し

たことによるものであります。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、△27百万円(前年同期比△21百万円)となりました。これは

主に無形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△85百万円(前年同期比＋17百万円)となりました。これは

配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

396百万円増加し、6,612百万円となりました。 

  

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年４月24日の公表値から修正を行っておりま

す。詳細につきましては、平成21年10月23日に別途開示しております「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。  

請負契約によるシステム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（検収

基準）を適用しておりましたが、当第１四半期会計期間から「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）を適用し、当第１四半期会計期間に着手したプロジェクトから、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プロジェクト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、その他のプロジェクトについては工事完成基準（検収

基準）を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

〈純資産〉

(2) キャッシュ・フローの状況

〈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〉

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

請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準の適用 
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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 3,217,662 2,291,292

関係会社預け金 3,294,502 3,924,483

売掛金 1,549,073 2,399,343

有価証券 100,027 －

仕掛品 133,507 72,073

その他 489,643 444,105

流動資産合計 8,784,416 9,131,298

固定資産   

有形固定資産 46,872 49,796

無形固定資産 69,499 54,470

投資その他の資産   

前払年金費用 195,622 219,593

その他 490,640 507,679

投資その他の資産合計 686,263 727,272

固定資産合計 802,634 831,540

資産合計 9,587,050 9,962,839

負債の部   

流動負債   

買掛金 233,207 378,966

未払法人税等 40,905 103,604

賞与引当金 678,749 655,534

その他 225,215 305,281

流動負債合計 1,178,076 1,443,386

固定負債   

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 69,645 85,826

固定負債合計 82,649 98,830

負債合計 1,260,726 1,542,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,016,991 7,101,265

株主資本合計 8,332,060 8,416,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,735 4,288

評価・換算差額等合計 △5,735 4,288

純資産合計 8,326,324 8,420,622

負債純資産合計 9,587,050 9,962,839
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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 7,135,802 5,022,531

売上原価 5,498,170 4,121,144

売上総利益 1,637,632 901,387

販売費及び一般管理費 926,071 893,178

営業利益 711,560 8,209

営業外収益   

受取利息 19,660 14,461

その他 7,439 3,053

営業外収益合計 27,099 17,515

営業外費用   

支払手数料 4,431 3,531

リース解約損 － 2,219

営業外費用合計 4,431 5,751

経常利益 734,229 19,973

特別損失   

固定資産除却損 1,131 －

特別損失合計 1,131 －

税引前四半期純利益 733,098 19,973

法人税、住民税及び事業税 199,403 28,205

法人税等調整額 111,460 △9,697

法人税等合計 310,863 18,508

四半期純利益 422,235 1,464
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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   

営業収入 7,460,592 5,871,512

外注費の支払及び購入による支出 △3,019,746 △1,695,191

人件費の支出 △3,303,419 △2,989,260

その他の営業支出 △687,545 △611,628

小計 449,881 575,431

利息及び配当金の受取額 21,104 16,405

法人税等の支払額 △473,066 △82,698

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,080 509,138

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 － △99,956

有価証券の売却による収入 － 99,956

有形固定資産の取得による支出 △7,679 △7,486

無形固定資産の取得による支出 △947 △19,925

敷金及び保証金の回収による収入 2,793 158

関係会社貸付けによる支出 － △1,500,000

貸付金の回収による収入 － 1,500,000

その他 △210 △66

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,043 △27,320

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △102,471 △85,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,471 △85,402

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,595 396,416

現金及び現金同等物の期首残高 5,856,709 6,215,776

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,746,113 6,612,192
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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) 

該当事項はありません。  

  

  

  

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)                (単位：千円) 

 
  

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 674,184 640,884 7,101,265 8,416,334

当第２四半期会計期間末までの変動額

 剰余金の配当 △85,738 △85,738

 四半期純利益 1,464 1,464

当第２四半期会計期間末までの変動額合計 △84,273 △84,273

当第２四半期会計期間末残高 674,184 640,884 7,016,991 8,332,060
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 当第２四半期累計期間における生産の実績は以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

  

 当第２四半期累計期間における受注の実績は以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第２四半期累計期間における販売の実績は以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産の実績

品   目 生 産 高
前年同期比

シ ス テ ム 開 発 4,952,005 △31.2％ 

(2) 受注の実績

品   目 受 注 高 受注残高
前年同期比 前年同期比

シ ス テ ム 開 発 5,123,799 △33.8％ 1,583,549 △28.7％ 

製 品 販 売 80,873 △59.8％ 113,335 △38.5％ 

合   計 5,204,673 △34.4％ 1,696,884 △29.5％ 

(3) 販売の実績

品   目 販 売 高
前年同期比

シ ス テ ム 開 発 4,890,571 △30.5％ 

製 品 販 売 131,960 29.3％ 

合   計 5,022,531 △29.6％ 
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