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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 7,715 △20.7 113 △82.3 138 △79.4 △46 ―

21年3月期第2四半期 9,732 ― 639 ― 672 ― 368 ―

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 △5.50 ―

21年3月期第2四半期 42.26 42.18

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 11,066 7,824 70.7 933.81
21年3月期 12,374 8,053 65.1 943.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,824百万円 21年3月期  8,053百万円

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 ― 12.00 ― 13.00 25.00

22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 13.00

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 17,000 △16.2 700 △45.4 700 △46.6 360 △30.9 42.68
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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  

（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。 

(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 

・平成21年４月24日に発表いたしました通期連結業績予想は、平成21年７月24日に修正しております。上記予想に関する事項は、添付資料の５ページをご
覧ください。 
・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、たぶんに不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業
績の変化等により、上記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 無

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 9,008,560株 21年3月期  9,008,560株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  629,921株 21年3月期  476,398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 8,435,541株 21年3月期第2四半期 8,730,762株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出関連の一部に回復の動きが見られるもの

の、雇用情勢の悪化や先行きの不透明感から企業の設備投資は低迷し、IT投資の抑制傾向が続いており、

非常に厳しい状況で推移いたしました。 

当情報サービス業界におきましては、顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が強まる中、新しい価値の

創出やビジネス価値の提供が求められ、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。  

このような事業環境の下、当社グループは受託派遣型から請負型へのシフトを推進し、売上高拡大に向

け既存顧客の深耕、新規顧客開拓や大型案件の獲得に向けた事業活動を実施してまいりました。営業面で

はソリューション提案力を発揮して新規案件の獲得に鋭意努力してまいりましたが、当第２四半期連結累

計期間の業績は、大型案件の減少や新規案件の凍結、先送り等が起因して、売上高が77億15百万円（前年

同期比20.7％減）となりました。利益面につきましては、固定費の削減に努め、経営の効率化、収益構造

の抜本的な改善を図りましたが、営業利益１億13百万円（前年同期比82.3％減）、経常利益１億38百万円

（前年同期比79.4％減）となりました。四半期純利益は、特別損失として希望退職者募集による割増退職

金１億66百万円が発生したため、前年同期に比べて４億15百万円減少し、46百万円の損失となりました。

当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、当社グループの主力事業であり、ＩＴ全般にわたるソリューションの提

案、コンサルティング、システム設計、開発、保守を行なっております。既存ビジネスの縮小や値引き

要請と新規案件の凍結、先送り等による受注活動の長期化、不採算プロジェクトの発生等により、売上

高は43億49百万円（前年同期比18.6％減）、営業利益は前年同期に比べて２億97百万円減少し、１億57

百万円の損失となりました。 

②情報処理サービス事業 

情報処理サービス事業は、メインフレームコンピュータの管理運営業務からネットワークシステムな

どの管理監視業務まで、情報システムに関する総合サービスを行なっております。システムの管理運

営、およびアウトソーシング関連分野において、子会社（ＴＤＩシステムサービス株式会社）による直

接受注や提案活動の促進等を積極的かつ継続的に推進したことにより、売上高は22億８百万円（前年同

期比2.0％減）、営業利益は３億92百万円（同12.7％増）となりました。 

③エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業 

エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、モバイル、移動体通信、カーエレクトロニクスなど

の分野向け組み込みソフトウェア開発と、情報通信機器の中核となるメモリ、システムＬＳＩなどの半

導体製品に関する設計・評価・解析業務を主に行なっております。エンベデッド・ユビキタス分野にお

いては、主要顧客の内製化の影響による継続案件の減少、半導体関連事業においては、製造業各社の減

産・設備投資抑制傾向は変わらず依然慎重に推移しており、売上高は11億57百万円 （前年同期比

45.8％減）、営業利益は前年同期に比べて２億72百万円減少し、１億22百万円の損失となりました。 

  

  

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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（財政状態に関する分析） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は110億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億７百万円

減少いたしました。流動資産は66億13百万円となり、15億13百万円減少いたしました。これは主に、受取

手形及び売掛金が12億21百万円および現金及び預金が２億68百万円減少したこと等によるものでありま

す。固定資産は44億53百万円となり、２億５百万円増加いたしました。有形固定資産は16億71百万円とな

り、８百万円増加いたしました。無形固定資産は２億42百万円となり、９百万円増加いたしました。投資

その他の資産は25億38百万円となり、１億87百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券の取得

が２億67百万円増加したこと等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は32億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億78百万円

減少いたしました。流動負債は20億29百万円となり、10億26百万円減少いたしました。主な要因は、未払

費用が３億29百万円および未払法人税等が３億44百万円減少したこと等によるものであります。固定負債

は12億13百万円となり、51百万円減少いたしました。これは主に、退職給付引当金が41百万円減少したこ

と等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は78億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億29百万円減

少いたしました。これは主に、自己株式の取得による支出が１億36百万円、配当金の支払額が１億11百万

円、四半期純損失を46百万円計上したこと等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の65.1％から70.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結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、営業活動によ

るキャッシュ・フローが２億33百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１億36百万円の支

出、財務活動によるキャッシュ・フローが２億65百万円の支出となったことにより１億68百万円減少し、

当第２四半期連結会計期間末の資金残高は29億18百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は２億33百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、未払費用の減少が３億29百万円、法人税等の支払額が３億82百万円、未払消費税等の減少

が１億65百万円あったものの、売上債権の減少額が12億21百万円あったこと等によるものであります。ま

た、前第２四半期連結累計期間に比べ８億75百万円資金が増加しておりますが主に、売上債権の増減額が

12億２百万円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」は１億36百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、有価証券の売却による収入が２億円あったものの、有形固定資産の取得による支出が88百

万円、無形固定資産の取得による支出が80百万円、投資有価証券の取得による支出が１億70百万円あった

こと等によるものであります。また、前第２四半期連結累計期間に比べ18百万円資金が増加しております

が主に、敷金及び保証金の回収による収入が１億31百万円減少および無形固定資産の取得による支出が70

百万円増加しているものの、有価証券の売却による収入が２億円あったこと等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２億65百万円の資金の減少となりました。 

これは、配当金の支払額が１億11百万円、自己株式の取得による支出が１億36百万円および長期借入金

の返済による支出が17百万円あったことによるものであります。また、前第２四半期連結累計期間に比べ

73百万円資金が増加しておりますがこれは、自己株式の取得による支出が１億36百万円あったものの、配

当金の支払額が１億８百万円減少および長短借入金の返済による支出が１億１百万円減少したことによる

ものであります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年７月24日に発表いたしました業績予想からの変更はありません。 

  

[業績予想に関する留意事項] 

本資料に記載の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの  

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結果となる可能性があります。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

①原価差異の配賦方法 

予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合に

は、当該原価を売上原価として処理をしております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率によ

り算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断してお

ります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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：千円)

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 2,560,762 2,829,000

受取手形及び売掛金 2,551,873 3,772,915

有価証券 358,024 447,765

商品及び製品 4,929 13,653

仕掛品 195,122 160,564

原材料及び貯蔵品 2,588 5,221

その他 956,907 909,810

貸倒引当金 △16,954 △12,131

流動資産合計 6,613,254 8,126,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,749,986 1,730,524

減価償却累計額 △814,689 △781,613

建物及び構築物（純額） 935,296 948,910

工具、器具及び備品 674,544 600,874

減価償却累計額 △428,521 △404,315

工具、器具及び備品（純額） 246,023 196,559

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 － 27,100

有形固定資産合計 1,671,725 1,662,976

無形固定資産   

のれん 50,504 56,662

その他 192,009 176,701

無形固定資産合計 242,514 233,364

投資その他の資産   

投資有価証券 1,214,730 947,551

その他 1,324,230 1,403,472

投資その他の資産合計 2,538,960 2,351,024

固定資産合計 4,453,200 4,247,364

資産合計 11,066,455 12,374,164
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(単位：千円)

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   

支払手形及び買掛金 598,256 677,803

短期借入金 － 17,400

未払法人税等 62,158 406,244

引当金 12,805 13,045

その他 1,355,997 1,941,524

流動負債合計 2,029,217 3,056,018

固定負債   

退職給付引当金 1,205,990 1,247,609

長期未払金 7,210 17,260

固定負債合計 1,213,200 1,264,869

負債合計 3,242,418 4,320,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,749,459 1,749,459

利益剰余金 5,402,298 5,559,587

自己株式 △451,238 △314,877

株主資本合計 8,582,387 8,876,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △82,532 △146,942

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

評価・換算差額等合計 △758,350 △822,759

純資産合計 7,824,037 8,053,276

負債純資産合計 11,066,455 12,374,164
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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：千円)

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 9,732,851 7,715,073

売上原価 7,481,226 6,094,761

売上総利益 2,251,624 1,620,312

販売費及び一般管理費 1,612,522 1,506,933

営業利益 639,102 113,378

営業外収益   

受取利息 2,336 4,268

受取配当金 4,241 6,721

不動産賃貸料 6,173 6,385

生命保険配当金 23,721 20,394

保険事務手数料 3,345 3,446

持分法による投資利益 3,477 3,459

その他 4,121 3,521

営業外収益合計 47,418 48,198

営業外費用   

支払利息 717 71

保険解約損 － 6,566

不動産賃貸費用 13,743 13,936

その他 23 2,838

営業外費用合計 14,484 23,412

経常利益 672,036 138,164

特別利益   

貸倒引当金戻入額 270 －

特別利益合計 270 －

特別損失   

固定資産除売却損 8,682 181

割増退職金 － 166,333

事務所移転費用 43,863 34,050

退職給付費用 － 7,917

特別損失合計 52,546 208,482

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

619,760 △70,318

法人税、住民税及び事業税 171,483 37,195

法人税等調整額 79,292 △61,142

法人税等合計 250,775 △23,947

四半期純利益又は四半期純損失（△） 368,984 △46,371
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 【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

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 5,183,374 3,900,622

売上原価 4,000,133 3,045,333

売上総利益 1,183,241 855,289

販売費及び一般管理費 806,277 696,546

営業利益 376,964 158,742

営業外収益   

受取利息 1,554 2,401

受取配当金 1,742 1,784

不動産賃貸料 3,013 3,349

生命保険配当金 19,260 20,394

保険事務手数料 1,720 1,714

持分法による投資利益 940 9,655

その他 2,357 2,088

営業外収益合計 30,590 41,390

営業外費用   

支払利息 263 －

保険解約損 － 6,566

不動産賃貸費用 6,936 8,536

その他 0 536

営業外費用合計 7,200 15,639

経常利益 400,354 184,492

特別損失   

固定資産除売却損 5,661 35

割増退職金 － 166,333

事務所移転費用 8,270 5,350

特別損失合計 13,932 171,718

税金等調整前四半期純利益 386,422 12,774

法人税、住民税及び事業税 49,508 29,711

法人税等調整額 109,762 △26,709

法人税等合計 159,270 3,001

四半期純利益 227,151 9,772
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

619,760 △70,318

減価償却費 95,529 112,203

のれん償却額 5,781 6,938

退職給付引当金の増減額（△は減少） △449,591 △41,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 4,823

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,691 △239

受取利息及び受取配当金 △6,631 △10,990

支払利息 717 71

持分法による投資損益（△は益） △3,477 △3,459

保険解約損益（△は益） － 6,566

固定資産除売却損益（△は益） 21,172 7,678

売上債権の増減額（△は増加） 18,824 1,221,041

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,013 △23,200

仕入債務の増減額（△は減少） △65,829 △79,547

未払費用の増減額（△は減少） △361,721 △329,829

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,760 △165,630

長期未払金の増減額（△は減少） － △10,050

その他 △130,902 △18,360

小計 △522,634 606,078

利息及び配当金の受取額 6,599 9,953

利息の支払額 △560 －

法人税等の支払額 △125,419 △382,350

営業活動によるキャッシュ・フロー △642,014 233,681

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △166,104 △88,884

有形固定資産の売却による収入 1,500 －

無形固定資産の取得による支出 △9,404 △80,395

投資有価証券の取得による支出 △165,374 △170,586

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

22,356 －

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 32,891 970

敷金及び保証金の回収による収入 135,693 3,891

その他の支出 △11,013 △38,622

その他の収入 6,108 37,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,347 △136,505
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(単位：千円)

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △62,000 －

長期借入金の返済による支出 △56,980 △17,400

自己株式の取得による支出 － △136,360

配当金の支払額 △219,674 △111,453

財務活動によるキャッシュ・フロー △338,654 △265,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,136,016 △168,036

現金及び現金同等物の期首残高 3,750,478 3,086,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,614,462 2,918,787
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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) 

 
  

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) 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ソフトウェア 
開発事業 
(千円)

情報処理
サービス事業

(千円)

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,942,120 1,132,468 1,108,786 5,183,374 ― 5,183,374

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 22,002 ― 22,002 (22,002) ―

計 2,942,120 1,154,471 1,108,786 5,205,377 (22,002) 5,183,374

営業利益 145,304 165,001 66,658 376,964 ― 376,964

ソフトウェア 
開発事業 
(千円)

情報処理
サービス事業

(千円)

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,199,535 1,091,974 609,112 3,900,622 － 3,900,622

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27,818 12,622 － 40,440 (40,440) －

計 2,227,353 1,104,596 609,112 3,941,063 (40,440) 3,900,622

営業利益又は営業損失（△） △40,859 211,186 △11,677 158,649 93 158,742

ソフトウェア
開発事業 
(千円)

情報処理サー
ビス事業 
(千円)

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,344,846 2,252,948 2,135,055 9,732,851 ― 9,732,851

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 22,002 ― 22,002 (22,002) ―

計 5,344,846 2,274,951 2,135,055 9,754,853 (22,002) 9,732,851

営業利益 140,362 348,227 150,511 639,102 ― 639,102
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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) 

 
  

〔所在地別セグメント情報〕 

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) 

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

  

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) 

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

  

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) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、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) 

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

  

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) 

当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

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) 

当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

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) 

当社及び連結子会社の海外売上高はないため、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) 

当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

ソフトウェア
開発事業 
(千円)

情報処理サー
ビス事業 
(千円)

エンベデッ
ド・ユビキタ
ス／半導体 
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

4,349,076 2,208,317 1,157,679 7,715,073 － 7,715,073

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

29,681 22,912 － 52,594 (52,594) －

計 4,378,758 2,231,230 1,157,679 7,767,668 (52,594) 7,715,073

営業利益又は営業損失（△） △157,384 392,608 △122,032 113,192 186 113,378

〔海外売上高〕

(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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