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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）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 

(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 4,163 △13.7 22 △94.8 38 △91.4 11 △95.3

21年3月期第2四半期 4,824 ― 432 ― 441 ― 249 ―

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 1.50 ―

21年3月期第2四半期 31.97 ―

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 7,581 6,072 80.1 778.84
21年3月期 8,095 6,171 76.2 791.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,072百万円 21年3月期  6,171百万円

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  
 

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 ― 19.50 ― 20.00 39.50
22年3月期 ― 19.50

22年3月期 
（予想）

― 10.50 30.00

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 8,600 △4.4 365 △28.4 384 △26.2 200 △35.5 25.65
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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.その他をご覧下さい。 

(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 8,264,850株 21年3月期  8,264,850株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  468,399株 21年3月期  467,003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 7,797,111株 21年3月期第2四半期 7,799,892株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予測数値
と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さ
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、昨年来の景気低迷に下げ止まりや回復の兆しが見られるものの、

依然として厳しい雇用情勢と個人消費や設備投資の低調な動きが続いており、先行き不透明な状況にあります。 

情報サービス産業におきましても、顧客の情報化投資の凍結や抑制の傾向が継続しており、経営環境は厳しさを

増しております。 

このような情勢の下、当社では、一括アウトソーシングでの事業推進を強化することで経営資源の集中を図ると

ともに、中核を担うコアリーダーの育成に注力し、生産性・収益性の向上に努めてまいりました。また、事業所間

の連携・協力の態勢強化を図り、顧客ニーズの迅速な把握と対応に取り組みました。 

しかしながら、製造業を中心とする顧客企業の情報化投資抑制の影響は大きく、技術者の稼働率が想定以上に低

下したことに加え、厳しい値下げ要求や稼働時間の大幅な減少等により収益性が悪化し、当第２四半期累計期間の

経営成績は、売上高 百万円（前年同期比13.7％減）、経常利益 百万円（前年同期比91.4％減）、四半期純利

益 百万円（前年同期比95.3％減）となりました。 

   

（１）資産・負債・純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ513百万円減少し、7,581百万円となりま

した。 

流動資産は570百万円増加し、5,082百万円となりました。主な要因は、現金及び預金499百万円の減少や売

掛金128百万円の減少等があったものの、１年以内に償還を迎える投資有価証券を固定資産から流動資産に振り

替えた有価証券1,201百万円の増加があったことによるものであります。固定資産は1,084百万円減少し、2,499

百万円となりました。主な要因は、１年以内に償還を迎える投資有価証券1,201百万円を流動資産に振り替えた

こと等によるものであります 

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ414百万円減少し、1,509百万円となりま

した。 

流動負債は419百万円減少し、1,432百万円となりました。主な要因は、賞与引当金178百万円の減少や未払

法人税124百万円の減少、短期借入金50百万円の減少等によるものであります。固定負債はほぼ前事業年度末並

みの76百万円となりました。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ98百万円減少し、6,072百万円となり

ました。主な要因は配当金155百万円の支払いによる減少やその他有価証券評価差額金46百万円の増加等による

ものであります。 

（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、前事業年度末に比べ143百万円減少し、2,414百万

円となりました。 

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は201百万円（前年同期は246百万円の獲得）となりました。これは主に、売上

債権128百万円の減少や賞与引当金178百万円の減少、法人税等148百万円の支払い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） 

投資活動の結果得られた資金は８百万円（前年同期は299百万円の使用）となりました。これは主に、投資

有価証券200百万円の取得による支出があったものの、有価証券99百万円の償還による収入や定期預金100百万

円の払戻しによる収入があったこと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206百万円（前年同期は157百万円の使用）となりました。これは主に、短期

借入金50百万円の返済や配当金155百万円の支払いによるものであります。 

製造業を中心とする顧客企業の情報化投資抑制の影響は大きく、当第２四半期累計期間における技術者の稼働

率が想定以上に低下しており、下期以降も厳しい経営環境が続くものと予想されることから、平成21年７月28日

公表の通期業績予想を修正いたしました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

4,163 38

11

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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① 固定資産の減価償却の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

② 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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もり、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おります。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用し

ております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

該当事項はありません。  

  

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

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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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 2,414,330 2,914,039

売掛金 1,079,251 1,207,507

有価証券 1,201,510 －

前払費用 47,450 53,236

繰延税金資産 328,484 329,295

その他 10,984 7,743

流動資産合計 5,082,010 4,511,822

固定資産   

有形固定資産 107,836 114,996

無形固定資産 13,995 16,772

投資その他の資産   

投資有価証券 728,118 1,787,292

長期預金 800,000 800,000

賃貸不動産 116,270 118,372

敷金及び保証金 264,709 267,370

保険積立金 389,386 389,386

前払年金費用 55,605 59,396

繰延税金資産 9,191 11,962

その他 14,336 17,934

投資その他の資産合計 2,377,617 3,451,714

固定資産合計 2,499,448 3,583,483

資産合計 7,581,459 8,095,305

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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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   

短期借入金 430,000 480,000

未払金 29,278 59,402

未払費用 359,020 362,910

未払法人税等 28,297 152,827

未払消費税等 40,692 74,322

預り金 36,091 31,141

賞与引当金 500,000 678,000

その他 9,233 13,800

流動負債合計 1,432,613 1,852,403

固定負債   

役員退職慰労引当金 76,602 71,780

固定負債合計 76,602 71,780

負債合計 1,509,215 1,924,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

資本準備金 623,845 623,845

その他資本剰余金 674 674

利益剰余金 5,146,046 5,290,294

利益準備金 144,000 144,000

別途積立金 4,090,000 4,090,000

繰越利益剰余金 912,046 1,056,294

自己株式 △350,900 △349,739

株主資本合計 6,153,024 6,298,434

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,013 △47,545

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △80,780 △127,312

純資産合計 6,072,244 6,171,121

負債純資産合計 7,581,459 8,095,305

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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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 4,824,164 4,163,283

売上原価 3,652,601 3,428,086

売上総利益 1,171,562 735,196

販売費及び一般管理費 739,326 712,775

営業利益 432,236 22,421

営業外収益   

受取利息 6,361 11,165

受取配当金 3,616 2,887

賃貸不動産収入 2,809 4,197

雑収入 3,887 4,532

営業外収益合計 16,674 22,782

営業外費用   

支払利息 4,389 3,406

賃貸不動産費用 3,392 3,733

営業外費用合計 7,782 7,139

経常利益 441,128 38,064

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除却損 6,649 49

その他 166 －

特別損失合計 6,815 49

税引前四半期純利益 434,314 38,014

法人税等 184,947 26,305

四半期純利益 249,366 11,708

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 7 -



（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 434,314 38,014

減価償却費 11,206 13,082

長期前払費用償却額 4,611 4,937

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 △178,000

有形固定資産除却損 6,649 49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,540 4,822

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,959 －

受取利息及び受取配当金 △9,977 △14,052

支払利息 4,389 3,406

賃貸不動産収入 △2,809 △4,197

賃貸不動産費用 3,392 3,733

売上債権の増減額（△は増加） △25,243 128,256

保険積立金の増減額（△は増加） 59,531 －

その他の資産の増減額（△は増加） △17,248 8,077

未払費用の増減額（△は減少） 16,279 △3,889

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,581 △33,629

その他の負債の増減額（△は減少） △26,017 △32,466

その他 △6,650 △454

小計 469,263 △62,310

利息及び配当金の受取額 9,983 11,782

利息の支払額 △4,392 △3,310

法人税等の支払額 △228,347 △148,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 246,506 △201,877

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 △16,848 △3,195

投資有価証券の取得による支出 △750,383 △200,000

投資有価証券の売却による収入 11,046 10,939

投資有価証券の償還による収入 500,000 －

有価証券の償還による収入 － 99,110

定期預金の払戻による収入 － 100,000

賃貸不動産の賃貸による収入 3,349 4,197

賃貸不動産の管理による支出 △1,513 △1,631

敷金の差入による支出 △46,062 △3,430

敷金の回収による収入 1,826 2,914

その他 △1,201 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,788 8,903

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

自己株式の増減額（△は増加） △2,261 △1,160

配当金の支払額 △155,580 △155,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,841 △206,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △211,122 △399,708

現金及び現金同等物の期首残高 2,769,319 2,814,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,558,197 2,414,330

旭情報サービス㈱ （9799） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（生産・受注・販売の状況）  

① 生産実績 

 当第２四半期累計期間の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当第２四半期累計期間における受注状況を部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第２四半期累計期間の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（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

６．その他の情報

部門別 
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） 

前年同四半期比（％） 

ネットワークサービス（千円）  2,626,242  92.4

システム開発（千円）  1,001,268  76.7

システム運用（千円）  484,429  81.5

ＯＡサービス（千円）  51,342  62.6

合計（千円）  4,163,283  86.3

部門別 受注高（千円） 前年同四半期比(％) 受注残高（千円） 前年同四半期比(％) 

ネットワークサービス  2,621,622  92.2  4,700  －

システム開発  1,002,263  76.8  6,829  －

システム運用  484,429  81.5  －  －

ＯＡサービス  51,342  62.6  －  －

合計  4,159,658  86.2  11,529  －

部門別 
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） 

前年同四半期比（％）  

ネットワークサービス（千円）  2,626,242  92.4

システム開発（千円）  1,001,268  76.7

システム運用（千円）  484,429  81.5

ＯＡサービス（千円）  51,342  62.6

合計（千円）  4,163,283  86.3
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