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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 2,122 △26.4 △235 ― △246 ― △364 ―
21年3月期第2四半期 2,882 ― 33 ― 29 ― 2 ―

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 △871.77 ―
21年3月期第2四半期 8.79 ―

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 3,501 2,673 76.3 6,395.44
21年3月期 3,858 3,041 78.8 7,276.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,671百万円 21年3月期  3,039百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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  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 5,000 △17.4 10 △76.6 △30 ― △150 ― △359.05
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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）  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。 

(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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、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覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 ＳＢＩテック株式会社 ）

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 417,798株 21年3月期  417,798株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  31株 21年3月期  31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 417,767株 21年3月期第2四半期 234,954株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、公共投資は増加を続け輸出や生産も持ち直し、昨年

の秋以降急速に悪化した景気は最悪期を脱したといわれておりますが、雇用・所得環境は更に悪化が進む

など、依然として実体経済は厳しい状況で推移しております。 

当社グループの属する情報サービス業界においても、景気後退の影響と企業収益の悪化による取引条件

の悪化や新規投資抑制の長期化等の厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、金融のノウハウとインターネットの力を最大限に活用しなが

ら、金融関連事業分野を中心に多様な事業子会社を持つ「企業生態系」として拡大してきたＳＢＩグルー

プにおける「システムソリューション事業」のコア企業として、ＳＢＩグループとの事業シナジーを高

め、金融機関向けソリューションの提供に積極的に取り組んでまいりました。 

  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,122百万円（前年同四半期は2,882百万円の売上

高）、営業損失は235百万円（前年同四半期は33百万円の営業利益）、経常損失は246百万円（前年同四半

期は29百万円の経常利益）となりました。また、経費削減策として９月に実施した、グループ各社の本社

移転による移転費用等101百万円を特別損失として計上したことから、四半期純損失は364百万円（前年同

四半期は2百万円の四半期純利益）となりました。 

  

品目別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社グループは単一セグメントで事業を展開しているため、品目別に記載しております。 

  

受託開発を主力とするＳＢＩトレードウィンテック株式会社において、当第２四半期に前年同四半

期比で受託開発の売上計上予定の案件が少なく、当第３四半期以降に集中していることや、昨年秋以

降の企業の設備投資意欲等の停滞により新規開発案件の獲得が伸び悩んだことから、売上高は前年同

四半期比40.5%減の1,054百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社の金融システム運用・保守業務が世界的な金融危機の影響に

よる金融機関各社のコスト削減のあおりを受け、売上高は前年同四半期比8.5%減の831百万円となり

ました。 

  

既存のセキュリティコンサルティングが縮小傾向にあるため、売上高は前年同四半期比61.2%減の

46百万円となりました。 

  

ＳＢＩトレードウィンテック株式会社における製品販売が順調に推移したため、売上高は前年同四

半期比85.1%増の84百万円となりました。 

  

上記に区分されないその他の売上高は前年同四半期比198.8%増の104百万円となりました。 

  

・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

① 受託開発

② 運用・保守

③ コンサルティング

④ 製品等販売

⑤ その他
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ356百万円減少し、3,501

百万円となりました。これは、ソフトウェア開発によるソフトウェア仮勘定が294百万円増加し、現

金及び預金が418百万円、受取手形及び売掛金が151百万円それぞれ減少したことと、のれんが51百万

円、ソフトウェアが37百万円それぞれ減少したことがその主な要因であります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円増加し、828百万

円となりました。これは、本社移転費用引当金が26百万円を計上したことと、法人税等の納付をした

ことにより未払法人税等が12百万円減少したことがその主な要因であります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ367百万円減少し、2,673

百万円となりました。これは、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が364百万円減少した

ことがその主な要因であります。 

  

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、前連結会計年

度末と比較して414百万円減少し、396百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

  

営業活動の結果使用した資金は、75百万円（前年同四半期は141百万円の使用）となりました。こ

れは、減価償却費95百万円、売上債権の減少160百万円、のれん償却額51百万円、本社移転費用42百

万円があった一方、税金等調整前四半期純損失341百万円、棚卸資産の増加49百万円、仕入債務の減

少19百万円、法人税等の支払額20百万円があったことがその主な要因であります。 

  

投資活動の結果使用した資金は、322百万円（前年同四半期は1,288百万円の使用）となりました。

これは、無形固定資産の取得による支出305百万円、差入保証金の差入による支出36百万円、有形固

定資産の取得による支出35百万円があった一方、差入保証金の返還による収入47百万円があったこと

がその主な要因であります。 

  

財務活動の結果使用した資金は、5百万円（前年同四半期は209百万円の獲得）となりました。これ

は、長期借入金の返済による支出5百万円があったことがその要因であります。 

  

平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年４月24日公表の業績予想から修正して

おります。詳細につきましては、本日、別途開示の「平成22年３月期（第13期）第２四半期業績予想との

差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

2.  連結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

① 資産

② 負債

③ 純資産

（2） キャッシュ・フローの分析

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3.  連結業績予想に関する定性的情報
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連結除外：ＳＢＩテック株式会社 

前連結会計年度末において当社の連結子会社でありましたが、平成21年４月１日付で当社の連結子会

社であるＳＢＩトレードウィンテック株式会社に吸収合併されました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  

受託開発に係る収益の計上については、従来、工事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から適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した受託開発契約から、進捗部分について成果の確実性が認めら

れる受託開発については工事進行基準（受託開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受託

開発については、工事完成基準を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間おいて、売上高は93,356千円増加し、売上総利益は5,703

千円、営業損失は5,703千円、経常損失は5,703千円及び税金等調整前四半期純損失は5,703千円それ

ぞれ減少しております。 

  

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)

（主要な関係会社の異動）

(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

（棚卸資産の評価方法）

（法人税等の算定方法）

(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

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）
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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 393,061 811,172

受取手形及び売掛金 598,947 750,836

有価証券 60,000 －

商品 － 343

仕掛品 130,433 80,657

その他 128,585 119,109

貸倒引当金 △48,114 △3,584

流動資産合計 1,262,912 1,758,535

固定資産   

有形固定資産 281,030 295,675

無形固定資産   

のれん 802,140 853,768

ソフトウエア 62,702 99,903

ソフトウエア仮勘定 586,454 291,576

その他 4,447 5,091

無形固定資産合計 1,455,745 1,250,339

投資その他の資産   

長期貸付金 465,320 465,320

その他 496,636 578,150

貸倒引当金 △459,732 △489,483

投資その他の資産合計 502,225 553,988

固定資産合計 2,239,002 2,100,003

資産合計 3,501,914 3,858,539

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 238,816 247,714

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 － 5,010

未払法人税等 16,193 28,930

本社移転費用引当金 26,383 －

工事損失引当金 2,143 －

その他 248,481 198,545

流動負債合計 632,018 580,200

固定負債   

退職給付引当金 62,520 73,150

債務保証損失引当金 28,698 40,000

その他 104,901 123,426

固定負債合計 196,119 236,576

負債合計 828,138 816,777
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,811,426 3,811,426

資本剰余金 3,737,502 3,737,502

利益剰余金 △4,869,831 △4,505,637

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 2,675,595 3,039,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,849 －

為替換算調整勘定 △1,940 －

評価・換算差額等合計 △3,790 －

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 2,673,776 3,041,761

負債純資産合計 3,501,914 3,858,539
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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 2,882,695 2,122,456

売上原価 2,264,456 1,863,959

売上総利益 618,239 258,497

販売費及び一般管理費 584,762 493,578

営業利益又は営業損失（△） 33,476 △235,080

営業外収益   

負ののれん償却額 10,487 －

管理手数料収入 － 2,920

その他 4,722 4,094

営業外収益合計 15,209 7,014

営業外費用   

支払利息 3,887 2,959

株式交付費 15,234 －

貸倒引当金繰入額 － 15,249

その他 25 441

営業外費用合計 19,146 18,649

経常利益又は経常損失（△） 29,539 △246,716

特別利益   

債務保証損失引当金戻入額 26,708 －

固定資産売却益 － 3

投資有価証券売却益 70,308 6,378

貸倒引当金戻入額 － 892

その他 925 －

特別利益合計 97,941 7,274

特別損失   

貸倒引当金繰入額 26,186 －

減損損失 － 3,052

本社移転費用 － 87,471

その他 2,292 11,466

特別損失合計 28,478 101,989

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（△）

99,002 △341,432

法人税、住民税及び事業税 36,015 13,647

法人税等調整額 60,920 9,114

法人税等合計 96,936 22,762

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,066 △364,194
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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（△）

99,002 △341,432

減価償却費 189,744 95,216

のれん償却額 51,627 51,627

負ののれん償却額 △10,487 －

減損損失 － 3,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,727 21,190

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,088 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △1,841

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 26,383

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 2,143

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △26,708 △11,302

受取利息及び受取配当金 △1,793 △742

支払利息 3,887 2,959

株式交付費 15,234 －

有形固定資産売却損益（△は益） △925 △3

投資有価証券売却損益（△は益） △70,308 △6,378

売上債権の増減額（△は増加） △56,003 160,054

たな卸資産の増減額（△は増加） △194,836 △49,182

仕入債務の増減額（△は減少） 68,375 △19,433

移転費用 － 42,766

その他 △68,213 △26,980

小計 7,234 △51,902

利息及び配当金の受取額 1,790 637

利息の支払額 △3,875 △2,975

法人税等の還付額 11,047 －

法人税等の支払額 △158,030 △20,995

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,833 △75,235

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △50,237 △35,740

有形固定資産の売却による収入 3,500 491

無形固定資産の取得による支出 △135,754 △305,384

差入保証金の差入による支出 － △36,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 47,411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,205,713 －

事業譲受による支出 － △18,173

投資有価証券の取得による支出 △1,887 △1,209

投資有価証券の売却による収入 102,360 16,096

定期預金の払戻による収入 25,000 －

関係会社株式の売却による収入 － 10,000

子会社株式の取得による支出 △6,000 －

貸付けによる支出 △18,695 －

貸付金の回収による収入 700 375

その他の支出 △1,683 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288,412 △322,134
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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 △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △4,998 △5,010

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △3,220,000 －

株式の発行による収入 3,284,748 －

自己株式の取得による支出 △132 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 209,618 △5,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,220,627 △404,320

現金及び現金同等物の期首残高 2,087,314 811,172

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △10,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 866,687 396,851
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該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、ソフトウェアの開発、情報セキュリティサービスの提供及び情報処理サ

ービスの提供、システム販売ならびに情報通信ネットワークの構築・運営管理を中心にＩＴサービ

ス事業を行っており、これらの営業活動は単一の事業分野に属するものと判断しておりますので、

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。 

  

当社及び連結子会社は、ソフトウェアの開発、情報セキュリティサービスの提供及び情報処理サ

ービスの提供、システム販売ならびに情報通信ネットワークの構築・運営管理を中心にＩＴサービ

ス事業を行っており、これらの営業活動は単一の事業分野に属するものと判断しておりますので、

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。 

  

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が100%であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

(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）

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）

【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）

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）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）
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