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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 4,234 2.6 265 △12.2 290 △2.0 154 5.1
21年3月期第2四半期 4,128 ― 302 ― 296 ― 146 ―

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 60.83 ―
21年3月期第2四半期 57.86 ―

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 5,231 3,716 70.7 1,460.98
21年3月期 5,208 3,663 70.1 1,441.13

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,700百万円 21年3月期  3,650百万円

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 ― ― ― 50.00 50.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 50.00 50.00

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 8,800 3.4 660 1.3 670 12.2 350 13.8 138.16
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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  無  

(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） 

(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 
１．平成21年４月30日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正はございません。 
２．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、当社グループが現在入手している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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 2,546,640株 21年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  13,494株 21年3月期  13,345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 2,533,172株 21年3月期第2四半期 2,533,444株
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 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、金融資本市場の危機を契機とした世界的な景気の減速基調から脱

し回復の兆しが見えはじめているものの、不動産市場の調整圧力及び不良債権問題が残存する等、依然として低成長

局面にありました。 

 情報サービス業界におきましては、前年度の景気低迷の影響を受け、システム開発計画の延期や中止、縮小等、顧

客の情報化投資に対する慎重な姿勢が依然として続き、価格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状況にあ

ります。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大及び生命保険会社向

け案件の拡大に伴い、特に金融業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの売上高は4,234百万円（前年同期比2.6％増）となりました。また、営業利益は265百万

円（同12.2％減）、経常利益は290百万円（同2.0％減）、四半期純利益は154百万円（同5.1％増）となりました。 

 事業の品目別の業績を示すと次の通りであります。  

 （システムインテグレーション・サービス） 

 金融業・流通業向けサービスを中心に、売上高は2,373百万円（前年同期比7.6％増）となりました。 

 （システムアウトソーシング・サービス） 

 金融業向けサービスにおいては、生命保険会社向け案件の受注拡大に伴い、売上高は増加いたしましたが、流

通業向けサービスにおいては、量販店向けサービスの規模縮小に伴い売上高は減少しております。その結果、売

上高は876百万円（同3.9％減）となりました。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

 通信業向けの情報インフラ構築サービスが堅調に推移いたしましたが、証券取引所向け案件においては、規模

縮小に伴い売上高は減少しております。その結果、売上高は984百万円（同2.5％減）となりました。 

  

 当四半期連結会計期間末における総資産は5,231百万円となり、前連結会計年度末と比較して22百万円の増加とな

りました。また、負債合計は1,514百万円となり、前連結会計年度末と比較して30百万円の減少となりました。これ

は主に、未払金の支払によるものです。純資産は3,716百万円となり、前連結会計年度末と比較して52百万円の増加

となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は70.7％と前連結会計

年度とほぼ同水準を維持しております。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は1,710百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して227百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は149百万円の収入（前年同期は20百万円の支出）となりました。主なプ

ラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額291百万円や売上債権の減少額151百万円による資金増加、主なマイ

ナス要因は、法人税等の支払額148百万円や仕入債務の減少額67百万円等の資金減少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223百万円の収入（前年同期は142百万円の支出）となりました。主な要

因は、有価証券の償還による収入200百万円、定期預金の払戻による収入100百万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」は143百万円の支出（前年同期比14.8％増）となりました。主な要因は、

配当金の支払額126百万円等によるものであります。 

   

 平成21年４月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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 1,980,675 1,752,896

売掛金 1,586,761 1,738,328

有価証券 300,000 500,000

仕掛品 69,567 32,563

その他 208,150 149,086

貸倒引当金 △1,807 △2,635

流動資産合計 4,143,347 4,170,238

固定資産   

有形固定資産 81,820 87,679

無形固定資産 3,760 3,751

投資その他の資産   

投資有価証券 555,220 395,509

その他 447,372 551,661

投資その他の資産合計 1,002,593 947,170

固定資産合計 1,088,174 1,038,601

資産合計 5,231,521 5,208,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 367,615 435,203

短期借入金 280,000 300,000

未払法人税等 162,234 154,005

賞与引当金 239,432 185,096

役員賞与引当金 6,000 37,700

その他 218,036 205,589

流動負債合計 1,273,319 1,317,594

固定負債   

退職給付引当金 64,983 58,864

役員退職慰労引当金 176,673 168,771

固定負債合計 241,657 227,635

負債合計 1,514,976 1,545,230

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,226,809 2,199,372

自己株式 △24,176 △23,998

株主資本合計 3,679,630 3,652,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,954 2,121

為替換算調整勘定 △5,713 △3,693

評価・換算差額等合計 21,240 △1,571

少数株主持分 15,675 12,811

純資産合計 3,716,545 3,663,609

負債純資産合計 5,231,521 5,208,840
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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 4,128,044 4,234,961

売上原価 3,403,532 3,558,751

売上総利益 724,512 676,210

販売費及び一般管理費   

役員賞与引当金繰入額 15,300 6,000

賞与引当金繰入額 18,904 20,648

退職給付費用 2,313 3,122

役員退職慰労引当金繰入額 7,309 7,926

貸倒引当金繰入額 671 －

その他 377,943 373,193

販売費及び一般管理費合計 422,442 410,891

営業利益 302,069 265,319

営業外収益   

受取利息 4,243 4,019

受取配当金 4,469 4,546

投資有価証券評価損戻入益 － 16,444

その他 1,933 7,111

営業外収益合計 10,646 32,122

営業外費用   

支払利息 2,657 2,404

支払手数料 － 2,130

投資有価証券評価損 11,616 －

事務所移転費用 － 1,267

その他 2,381 1,442

営業外費用合計 16,655 7,245

経常利益 296,060 290,195

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 828

特別利益合計 － 828

税金等調整前四半期純利益 296,060 291,024

法人税、住民税及び事業税 176,855 156,452

法人税等調整額 △27,855 △19,971

法人税等合計 149,000 136,481

少数株主利益 468 440

四半期純利益 146,591 154,101
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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 296,060 291,024

減価償却費 8,042 8,899

引当金の増減額（△は減少） 32,854 35,828

受取利息及び受取配当金 △8,712 △8,565

支払利息 2,657 2,404

売上債権の増減額（△は増加） △8,712 151,566

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,226 △37,004

仕入債務の増減額（△は減少） △55,840 △67,588

その他 △74,168 △84,874

小計 174,953 291,692

利息及び配当金の受取額 7,291 8,423

利息の支払額 △2,611 △2,615

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200,546 △148,223

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,913 149,276

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有価証券の償還による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △5,371 △1,415

投資有価証券の取得による支出 △133,707 △56,520

その他 △3,260 △18,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,339 223,875

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 － △20,000

自己株式の取得による支出 △187 △177

配当金の支払額 △124,852 △126,155

少数株主からの払込みによる収入 － 2,793

少数株主への配当金の支払額 △225 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,265 △143,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,592 △1,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △286,925 227,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621 1,482,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,664,696 1,710,675
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 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

（５）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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