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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 86,863 △6.1 5,234 △10.8 5,290 △12.0 3,093 11.4
21年3月期第2四半期 92,516 ― 5,871 ― 6,012 ― 2,776 ―

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 71.56 ―

21年3月期第2四半期 64.23 ―

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 139,256 88,721 63.6 2,049.84
21年3月期 141,281 86,425 61.1 1,996.72

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  88,595百万円 21年3月期  86,300百万円

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  有  

（注）平成22年3月期 第2四半期末の配当金25円00銭には、記念配当4円00銭が含まれています。 
   詳細は、「剰余金の配当（普通配当及び創立50周年記念配当）に関するお知らせ」の通りです。 

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 ― 21.00 ― 21.00 42.00

22年3月期 ― 25.00

22年3月期 
（予想）

― 21.00 46.00

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 185,000 △3.6 11,000 △5.2 11,000 △6.8 6,490 14.6 150.16
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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４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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22年３月期の連結業績予想は、平成21年４月27日付で発表した業績予想から変更していません。上記の予想は、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り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、４ペー
ジ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

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 43,221,355株 21年3月期  43,221,355株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  868株 21年3月期  523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 43,220,747株 21年3月期第2四半期 43,220,859株
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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）におけるわが国経済は、一部で底入れ

の兆しが見られるものの、世界的な景気停滞局面の中で、引き続き厳しい状況が続きました。ITサービス産業におい

ても、こうした景気動向を背景に、顧客のIT投資に対する慎重姿勢が継続しており、事業環境は厳しさを増していま

す。 

 こうした状況下、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）は、顧客のITコストの削減に効果的な仮

想化ソリューションの提案や、顧客密着型の営業力を生かした新規顧客の開拓と中堅・大規模顧客の深耕を推し進め

ましたが、景気低迷に伴う案件の中断・先送り、価格引下げ要請、案件減少に伴う競争激化などの影響により、厳し

い経営状況が続きました。 

  

 当第２四半期連結累計期間の連結業績は、次の通りとなりました。  

  

 売上高の状況を事業品目別に見ると、次の通りです。  

 システム運用は、価格引下げによる影響があるものの、アウトソーシングサービスやネットワークサービスが堅調

に推移し、前年同四半期に比べ2,240百万円増の49,270百万円となりました。システム構築は、大規模案件一巡によ

る影響や、景気低迷に伴う案件の中断・先送り、競争激化の影響などにより、前年同四半期に比べ6,804百万円減の

32,015百万円となりました。機器・サプライ品販売は、機器の価格低下や顧客の経費削減活動の影響により、前年同

四半期に比べ1,089百万円減の5,578百万円となりました。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高合計は、前年同四半期に比べ5,653百万円減の86,863百万円とな

りました。 

 利益面では、オフショア開発の推進、プロジェクトマネジメントの強化、経費節減などの原価低減諸施策を推進し

ましたが、売上高減少に伴う減益などの影響により、営業利益は前年同四半期に比べ637百万円減の5,234百万円、経

常利益は前年同四半期に比べ722百万円減の5,290百万円となりました。なお、四半期純利益は、投資有価証券評価損

の発生に伴い計上した特別損失がなくなったことなどから、前年同四半期に比べ317百万円増の3,093百万円となりま

した。 

 なお、当社グループの売上高は、ITサービス業の事業形態の特徴として、第２、第４四半期末月（９月、３月）に

計上される割合が高いため、連結会計年度における第１と第２四半期、第３と第４四半期の業績の間に著しい差異が

あります。 

  

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,025百万円減少し、139,256百万円となりま

した。流動資産は、前連結会計年度末に比べ985百万円増加し、101,800百万円となりました。その主な要因は、受取

手形及び売掛金の減少が9,292百万円あったものの、預け金の増加が10,531百万円あったことによるものです。固定

資産は、前連結会計年度末に比べ3,010百万円減少し、37,456百万円となりました。その主な要因は、投資その他の

資産の減少が2,381百万円あったことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,321百万円減少し、50,535百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ4,215百万円減少し、34,281百万円となりました。その主な要因は、買

掛金の減少が2,773百万円あったこと及び流動負債その他の減少が1,728百万円あったことによるものです。また、固

定負債は、前連結会計年度末に比べ106百万円減少し、16,254百万円となりました。その主な要因は、退職給付引当

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

  

  
平成21年3月期第２四半期  平成22年3月期第２四半期 前年同四半期比 

  

 売上高 

百万円 

 92,516

百万円 

 86,863

％

 93.9

  

  

  

 システム運用  47,030  49,270  104.8

 システム構築  38,819  32,015  82.5

 機器・サプライ品販売  6,667  5,578  83.7

営業利益  5,871  5,234  89.2

経常利益  6,012  5,290  88.0

特別損失  1,254 － － 

四半期純利益  2,776  3,093  111.4

２．連結財政状態に関する定性的情報
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金の増加が460百万円あったものの、その他の引当金の減少が110百万円あったこと及び固定負債その他の減少が456

百万円あったことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,296百万円増加し、88,721百万円となり

ました。その主な要因は、配当金の支払いによる減少が907百万円あったものの、四半期純利益の計上による増加が

3,093百万円あったことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の61.1％から、63.6％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。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ8,195百万円増加し、31,842百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、11,811百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益5,290百万円、売上債権の減少額10,067百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加額1,006百万円、仕入債務の

減少額2,773百万円による資金の減少によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、2,686百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の取得による支

出3,417百万円による資金の減少と、投資有価証券の売却及び償還による収入585百万円、関係会社出資金の売却によ

る収入149百万円による資金の増加によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、930百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額908百万円に

よる資金の減少によるものです。 

  

  

 わが国経済は、為替の動向や世界景気の下振れ懸念などから、先行き不透明な状況が継続しています。ITサービス

産業においては、競争力を高めるIT投資の需要は底堅さが期待されるものの、顧客の景気先行きに対する警戒感は強

く、予断を許さぬ厳しい状況が予想されます。 

 こうした中、当社グループでは、足下の業績確保のため、強みである営業力を生かした受注獲得施策を展開すると

ともに、仮想化ソリューションをはじめとした成長事業の強化・拡大や公共ビジネスに注力していきます。また、景

気回復局面での大きな飛躍を目指した事業構造、マーケット構造、技術構造、原価構造の変革を展開し、各面での施

策を推進します。 

  

 以上をふまえ、通期の連結業績は次の通り見込んでいます。 

 なお、平成21年４月27日付で発表した内容から変更はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 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います。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないため、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

３．連結業績予想に関する定性的情報

  

  
平成21年3月期  平成22年3月期（予想） 前年度比 

  

 売上高 

百万円 

 192,007

百万円 

 185,000

％

 96.4

  

  

  

 システム運用  100,858  101,000  100.1

 システム構築  77,162  70,000  90.7

 機器・サプライ品販売  13,987  14,000  100.0

営業利益  11,606  11,000  94.8

経常利益  11,805  11,000  93.2

特別損失  2,304  －  －

当期純利益  5,662  6,490  114.6

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
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グを利用する方法によっています。 

  

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

 当連結会計年度より「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)を適用しています。 

 これによる売上高、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す。 

  

・株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けの結果について 

 当社の親会社である株式会社日立製作所は、平成21年８月20日から同年10月８日まで当社の普通株式に対する

公開買付けを行い、平成21年10月16日の決済日をもって当社普通株式 19,889,383株を取得し当社普通株式 

42,204,383株を保有するに至っており、その総株主の議決権の数に対する所有割合は97.65％となります。 

 なお、詳細は本日発表の「定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご覧下さ

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

（４）重要な後発事象
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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 4,855 7,191

受取手形及び売掛金 39,555 48,847

有価証券 1,344 344

商品及び製品 381 356

仕掛品 5,544 4,563

預け金 41,713 31,182

その他 8,614 8,607

貸倒引当金 △206 △275

流動資産合計 101,800 100,815

固定資産   

有形固定資産 8,000 8,554

無形固定資産 3,622 3,697

投資その他の資産   

その他 26,366 28,767

貸倒引当金 △532 △552

投資その他の資産合計 25,834 28,215

固定資産合計 37,456 40,466

資産合計 139,256 141,281

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,726 13,499

未払法人税等 2,517 1,967

受注損失引当金 1,805 2,069

その他 19,233 20,961

流動負債合計 34,281 38,496

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 15,191 14,731

その他の引当金 968 1,078

その他 95 551

固定負債合計 16,254 16,360

負債合計 50,535 54,856
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,162 13,162

資本剰余金 12,585 12,585

利益剰余金 63,267 61,081

自己株式 △3 △1

株主資本合計 89,011 86,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △416 △527

評価・換算差額等合計 △416 △527

少数株主持分 126 125

純資産合計 88,721 86,425

負債純資産合計 139,256 141,281
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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 92,516 86,863

売上原価 73,617 68,718

売上総利益 18,899 18,145

販売費及び一般管理費 13,028 12,911

営業利益 5,871 5,234

営業外収益   

受取利息 154 166

受取配当金 22 15

雑収入 6 104

営業外収益合計 182 285

営業外費用   

支払利息 0 1

原状回復費用 17 109

雑損失 24 119

営業外費用合計 41 229

経常利益 6,012 5,290

特別損失   

投資有価証券評価損 1,254 －

特別損失合計 1,254 －

税金等調整前四半期純利益 4,758 5,290

法人税等 1,982 2,195

少数株主利益 － 2

四半期純利益 2,776 3,093
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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 53,207 49,123

売上原価 42,543 38,469

売上総利益 10,664 10,654

販売費及び一般管理費 6,441 6,191

営業利益 4,223 4,463

営業外収益   

受取利息 87 89

受取配当金 7 1

雑収入 2 17

営業外収益合計 96 107

営業外費用   

支払利息 0 0

投資有価証券評価損 － 37

撤去処分費用 － 31

原状回復費用 17 27

雑損失 19 21

営業外費用合計 36 116

経常利益 4,283 4,454

特別損失   

投資有価証券評価損 1,254 －

特別損失合計 1,254 －

税金等調整前四半期純利益 3,029 4,454

法人税等 1,274 1,850

少数株主利益 4 3

四半期純利益 1,751 2,601
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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 4,758 5,290

減価償却費 2,990 3,193

受取利息及び受取配当金 △176 △181

支払利息 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △51

関係会社出資金売却損益（△は益） － △41

投資有価証券評価損益（△は益） 1,254 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,472 10,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △775 △1,006

仕入債務の増減額（△は減少） △1,988 △2,773

その他 △2,165 △1,218

小計 13,370 13,281

利息及び配当金の受取額 170 181

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △4,350 △1,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,190 11,811

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の預入による支出 △13,000 △15,000

預け金の払戻による収入 － 15,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,638 △1,880

無形固定資産の取得による支出 △2,014 △1,537

投資有価証券の取得による支出 △1,024 △1

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,000 585

関係会社出資金の売却による収入 － 149

その他 △0 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,676 △2,686

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △906 △907

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △4 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △911 △930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,397 8,195

現金及び現金同等物の期首残高 30,220 23,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,823 31,842
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 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)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) 

 当社グループは情報システムの企画から開発、運用、保守、機器の選定にいたる総合的なサービス提供及

びシステムの運用に必要なサプライ品の販売を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、 事業

の種類別セグメント情報を記載していません。 

  

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)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) 

 本邦以外の国及び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、所在地別セグメント情報を

記載していません。  

   

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)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) 

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

   

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．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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(１) 生産実績 

(２) 受注状況 

① 受注高 

② 受注残高 

(３) 販売実績 

   

６．生産、受注及び販売の状況

品目 
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） 

対前年同四半期
比較増減 

システム運用（百万円）  48,666  50,762  2,096

システム構築（百万円）  37,928  31,708  △6,220

合計（百万円）  86,594  82,470  △4,124

品目 
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） 

対前年同四半期
比較増減 

システム運用（百万円）  53,537    53,536  △1

システム構築（百万円）  39,317  30,223  △9,094

合計（百万円）  92,854  83,759  △9,095

品目 
前第２四半期
連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

当第２四半期
連結会計期間末 

（平成21年９月30日） 

対前年同四半期
比較増減 

システム運用（百万円）  51,645  55,295  3,650

システム構築（百万円）  26,714  21,798  △4,916

合計（百万円）  78,359  77,093  △1,266

品目 
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） 

対前年同四半期
比較増減 

システム運用（百万円）  47,030  49,270  2,240

システム構築（百万円）  38,819  32,015  △6,804

機器・サプライ品販売（百万円）  6,667  5,578  △1,089

合計（百万円）  92,516  86,863  △5,653
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