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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） 

（注）当第２四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

(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 7,558 △1.4 2,635 51.4 2,889 △21.9 1,641 △15.3
21年3月期第2四半期 7,662 ― 1,741 ― 3,701 ― 1,937 ―

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 87.15 ―
21年3月期第2四半期 97.13 97.10

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 68,127 61,013 89.6 3,238.74
21年3月期 66,127 58,986 89.2 3,130.51

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  61,013百万円 21年3月期  58,986百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ― 40.00
22年3月期 

（予想） ― 40.00 80.00

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 15,800 △2.9 5,500 20.7 6,100 15.0 3,600 38.0 191.09
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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） 

(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 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 20,176,000株 21年3月期  20,176,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,337,389株 21年3月期  1,333,427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 18,839,556株 21年3月期第2四半期 19,953,484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、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、実際の業績は、今後経済情勢、事業運営に
おける様々な状況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料４ページをご参照ください。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部の景気動向調査等で景気底打ちの報告はあったものの、昨年来

の米国金融危機に端を発した世界経済の急減速を受けた企業業績の悪化や設備投資の減少が続き、企業収益は極めて

厳しい状況で推移いたしました。当社の属する情報サービス産業においてはＩＴ投資抑制の動きが一段と強まり、厳

しい状況で推移しました。  

 このような経済環境のもと、当社は新たに、「奉行ｉシリーズ」を製品発表すると伴に、販売パートナー様向けの

全国新製品発表会を開催し、製品機能だけでなく、新たな販売支援体制、ビジネスを活性化させる販売モデルを紹介

いたしました。また、製品開発ならびに販売体制強化による事業の拡充に向けた投資を行う一方で、昨年からの課題

として認識していた研究開発費（開発委託費等）や販売費等の低減に注力いたしました。 

 このような活動の結果、当第２四半期累計期間における業績は次の通りとなりました。 

 売上高は、ソリューションテクノロジー（奉行シリーズ製品）が順調に推移し売上増となりましたが、関連製品

（サプライ製品等）の売上減の影響などにより75億58百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

 損益面については、研究開発費及び販売費等のコスト削減効果をうけ、営業利益は26億35百万円（同51.4％増）と

なりました。また経常利益28億89百万円（同21.9％減）、四半期純利益16億41百万円（同15.3％減）については、投

資有価証券運用損、評価損等の影響によるものであります。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、681億27百万円となり、前事業年度比20億円の増加となりました。そ

の主な要因は、投資有価証券の増加26億13百万円によるものであります。 

 なお、純資産額は610億13百万円となり、前事業年度末に比べ20億26百万円増加しました。自己資本比率は89.6％

と第１四半期会計期間末とほぼ同水準を維持しております。   

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。」は、318億26百万円となり、前

事業年度末と比較して19億96百万円の増加となりました。 

 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、38億74百万円（前年同期は14億１百万円の収入）となりました。主なプラス要因

は、税引前四半期純利益27億63百万円、売上債権の減少額18億67百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の

支払額５億12百万円、前受収益の減少額８億33百万円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、11億円（前年同期は６億45百万円の収入）となりました。主な要因は、投資有価

証券の取得による支出18億23百万円、関係会社への貸付による支出１億円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）  

 財務活動の結果使用した資金は、７億66百万円（前年同期は13億35百万円の支出）となりました。主な要因は、配

当金の支払額７億53百万円等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
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 企業におけるＩＴ投資抑制の傾向は継続し、受注環境は依然として厳しい状況が続くものと考えます。下期につき

ましては、９月に発売しました「奉行ｉシリーズ」の受注拡大に努めるとともに、全社的コスト低減をさらに推し進

め、業績の確保に努めてまいります。 

 通期につきましては、平成21年10月20日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の数値に変更はあり

ません。 

（参考）  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算出方法は、当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算出したも

のと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を

策定しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。  

  

 該当事項はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

  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  

 前回発表予想（Ａ） 
百万円

 15,800

百万円

 4,000

百万円

 4,700

百万円

 2,800

 円 銭

 148.63

 今回修正予想（Ｂ）  15,800  5,500  6,100  3,600  191.09

 増減額（Ｂ－Ａ）  －  1,500  1,400  800  －

 増減率（％）  －  37.5  29.8  28.6  －

 前期実績  16,267  4,558  5,306  2,609  133.08

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

㈱オービックビジネスコンサルタント（4733）平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 4 -



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 31,826,286 29,309,047

受取手形 113,048 128,745

売掛金 2,245,621 4,097,840

有価証券 84 520,621

商品及び製品 105,011 87,743

仕掛品 1,256 972

原材料及び貯蔵品 63,163 67,583

前払費用 76,399 76,399

繰延税金資産 212,367 19,276

関係会社短期貸付金 100,000 100,000

未収入金 3,450 2,825

その他 3,511 7,856

貸倒引当金 △31,143 △8,487

流動資産合計 34,719,057 34,410,425

固定資産   

有形固定資産 288,921 347,596

無形固定資産 186,954 210,167

投資その他の資産   

投資有価証券 29,143,833 26,530,322

関係会社株式 65,843 121,043

関係会社出資金 1,452,195 1,452,195

長期預金 1,300,000 1,300,000

敷金及び保証金 574,336 591,069

会員権 93,830 93,830

関係会社長期貸付金 84,517 84,517

破産更生債権等 11,856 15,512

繰延税金資産 307,075 1,075,367

貸倒引当金 △100,523 △104,179

投資その他の資産合計 32,932,963 31,159,676

固定資産合計 33,408,839 31,717,440

資産合計 68,127,897 66,127,866
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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 193,685 291,617

未払金 262,401 436,976

未払費用 636,065 455,247

未払法人税等 1,337,901 520,000

未払消費税等 97,553 33,285

預り金 46,425 61,568

前受収益 3,870,820 4,704,545

役員賞与引当金 20,000 20,000

その他 22,913 16,213

流動負債合計 6,487,765 6,539,454

固定負債   

退職給付引当金 626,811 601,500

固定負債合計 626,811 601,500

負債合計 7,114,576 7,140,955

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,519,000 10,519,000

資本剰余金 18,949,268 18,949,268

利益剰余金 34,300,404 33,412,170

自己株式 △5,167,594 △5,154,520

株主資本合計 58,601,077 57,725,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,412,242 1,260,992

評価・換算差額等合計 2,412,242 1,260,992

純資産合計 61,013,320 58,986,910

負債純資産合計 68,127,897 66,127,866
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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 7,662,199 7,558,460

売上原価 1,691,634 1,264,287

売上総利益 5,970,564 6,294,173

販売費及び一般管理費 4,229,091 3,658,182

営業利益 1,741,473 2,635,991

営業外収益   

受取利息 17,159 6,796

有価証券利息 27,416 15,864

受取配当金 366,467 596,601

投資有価証券売却益 1,345,427 241,165

投資事業組合運用益 105,099 －

その他 98,828 －

営業外収益合計 1,960,400 860,428

営業外費用   

投資有価証券売却損 － 77,375

投資事業組合運用損 － 285,059

投資有価証券評価損 － 219,981

その他 － 24,129

営業外費用合計 － 606,546

経常利益 3,701,873 2,889,873

特別利益   

固定資産売却益 694 －

貸倒引当金戻入額 19,355 －

特別利益合計 20,050 －

特別損失   

投資有価証券評価損 30,000 31,800

関係会社株式評価損 － 55,200

関係会社社債評価損 300,000 －

関係会社出資金評価損 83,962 －

固定資産除却損 － 2,812

役員退職慰労金 － 36,600

特別損失合計 413,962 126,412

税引前四半期純利益 3,307,961 2,763,461

法人税、住民税及び事業税 1,625,544 1,329,946

法人税等調整額 △255,576 △208,422

法人税等合計 1,369,968 1,121,524

四半期純利益 1,937,993 1,641,937
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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 3,307,961 2,763,461

減価償却費 120,000 120,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,454 25,310

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,000 19,000

受取利息及び受取配当金 △411,044 △619,263

投資有価証券売却損益（△は益） △1,345,427 △163,789

投資有価証券評価損益（△は益） 30,000 251,781

関係会社株式評価損 － 55,200

関係会社社債評価損 300,000 －

関係会社出資金評価損 83,962 －

有形固定資産除却損 － 2,812

投資事業組合運用損益（△は益） △105,099 285,059

売上債権の増減額（△は増加） 1,841,002 1,867,917

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,646 △13,132

仕入債務の増減額（△は減少） △52,203 △97,932

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,112 64,267

未払費用の増減額（△は減少） △299,165 △295,741

前受収益の増減額（△は減少） △674,654 △833,725

その他 182,775 331,745

小計 2,946,802 3,762,969

利息及び配当金の受取額 429,612 623,745

法人税等の支払額 △1,974,872 △512,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401,542 3,874,669

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △4,299,144 △1,823,493

投資有価証券の売却による収入 5,331,938 747,744

関係会社貸付金の回収による収入 － 100,000

関係会社貸付けによる支出 △300,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △46,540 △478

有形固定資産の売却による収入 1,590 －

無形固定資産の取得による支出 △35,037 △41,057

敷金及び保証金の回収による収入 532 20,896

敷金及び保証金の差入による支出 △7,996 △4,163

投資活動によるキャッシュ・フロー 645,342 △1,100,551

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △799,105 △753,442

自己株式の取得による支出 △560,459 △13,074

自己株式の処分による収入 24,440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,335,125 △766,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,280 △10,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721,040 1,996,702

現金及び現金同等物の期首残高 36,076,379 29,829,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,797,419 31,826,371
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

四半期販売の状況 

（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

６．その他の情報

  

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） 

前年同期比較 

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比 

 プロダクト  3,872,471  50.5  3,871,918  51.2  △553  △0.0

  
ソリューションテクノロジ

ー 
 1,988,839  25.9  2,231,998       29.5  243,158  12.2

  関連製品  1,883,631  24.6  1,639,920  21.7  △243,711  △12.9

  サービス  3,789,727  49.5  3,686,541  48.8  △103,185  △2.7

合 計  7,662,199  100.0  7,558,460  100.0  △103,738  △1.4

㈱オービックビジネスコンサルタント（4733）平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 9 -




