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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） 

（注）平成22年３月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年３月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 1,864 ― △49 ― △49 ― △25 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △317.04 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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 4,742 3,282 69.2 40,024.50
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,282百万円 21年3月期  ―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 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00
22年3月期 ― 500.00

22年3月期 
（予想）

― 500.00 1,000.00

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  
１．株式会社エフプラスの子会社化にともない、当第２四半期より連結決算に移行することとなりましたので、本日付にて「連結決算の開始及び業績予想に
関するお知らせ」を公表いたしております。 
２．株式会社エフプラスの連結対象期間は、株式取得以降（平成21年７月から平成22年３月）となります。 
３．連結業績予想につきましては、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載しておりません。 

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 4,850 ― 490 ― 510 ― 290 ― 3,536.59

Owner
ＯＤＫロゴ



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） 

（注）平成22年３月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第２四半期の期中平均株式数（四半期連結累計期
間）については記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想に関する事項は、３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。 

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 82,000株 21年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 82,000株 21年3月期第2四半期  ―株



 当第２四半期（平成21年７月１日～９月30日）におけるわが国経済は、財政支出による景気刺激策や対外経済環境

の回復により最悪期を脱しつつあるものの、企業収益の悪化にともなう設備の過剰感は未だ根強く、設備投資姿勢は

依然、慎重なままの推移であります。情報サービス業界におきましても、先行きの不透明感から、平成20年９月以降

継続するIT投資抑制による減収傾向は好転しておりません。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成21年８

月分確報）より〕 

 このような中、当社におきましては、金融及び教育関連向け業務に強みを有する株式会社エフプラスの全株式取得

（平成21年７月21日付）をはじめとして、事業の中期的な拡大発展に向けて取組んでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年度の株券電子化対応システム開発の剥落はあったものの、システム機

器の販売やシステム開発の完成計上等により、 千円となりました。また、当社事業は、大学入試業務等を

はじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急増するといった特性があるため、営業損失は 千

円、経常損失は 千円、四半期純損失は 千円となりました。 

   

   

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、 千円となりました。内訳は、流動資産 千円、固定資

産 千円であります。負債につきましては、 千円となりました。内訳は、流動負債 千円、

固定負債 千円であります。純資産については、 千円となりました。  

 また、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は、 千円となりました。当第２四半期連

結累計期間における各キャッシュ・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、 千円の収入となりました。これは主に売上債権の減少及び仕掛品（たな卸資産）が増加

したこと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、 千円の支出となりました。これは主に子会社株式の取得による支出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、 千円の支出となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。 

   

  

 株式会社エフプラスの子会社化にともなう平成22年３月期の連結業績予想につきましては、本日（平成21年10月28

日）別途開示しております「連結決算の開始及び業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、株式会社エフプラスの連結対象期間は、株式取得以降（平成21年７月から平成22年３月）となります。 

 また、当社事業は、システム開発の売上計上が顧客の決算期である３月に集中するほか、学校法人向け情報処理ア

ウトソーシングを中心とするシステム運用売上も第４四半期連結会計期間に急増する特性があります。このため、第

２四半期連結累計期間の売上高及び利益は共に、第３及び第４四半期連結会計期間に比べ極めて低い水準にとどま

り、例年損失計上を余儀なくされる傾向にあります。 

  

  

 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

1,864,656

49,362

49,056 25,997

２．連結財政状態に関する定性的情報

4,742,717 2,324,346

2,418,371 1,460,709 487,705

973,003 3,282,008

561,706

321,345

205,278

67,495

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



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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 901,706

売掛金 434,427

有価証券 501,140

商品 2,362

仕掛品 316,451

繰延税金資産 111,534

その他 59,209

貸倒引当金 △2,486

流動資産合計 2,324,346

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 215,741

工具、器具及び備品（純額） 118,114

リース資産（純額） 117,220

有形固定資産合計 451,076

無形固定資産  

のれん 158,141

ソフトウエア 161,929

リース資産 84,848

その他 4,496

無形固定資産合計 409,415

投資その他の資産  

投資有価証券 270,938

関係会社株式 500,000

繰延税金資産 314,809

長期預金 200,000

差入保証金 181,866

その他 90,301

貸倒引当金 △38

投資その他の資産合計 1,557,879

固定資産合計 2,418,371

資産合計 4,742,717



（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) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 90,378

リース債務 47,728

未払金 10,294

未払費用 92,356

未払法人税等 30,108

賞与引当金 141,525

受注損失引当金 180

その他 75,133

流動負債合計 487,705

固定負債  

リース債務 169,543

退職給付引当金 601,950

長期未払金 201,510

固定負債合計 973,003

負債合計 1,460,709

純資産の部  

株主資本  

資本金 637,200

資本剰余金 607,200

利益剰余金 2,048,890

株主資本合計 3,293,290

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △11,281

評価・換算差額等合計 △11,281

純資産合計 3,282,008

負債純資産合計 4,742,717



（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）

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 1,864,656

売上原価 1,561,816

売上総利益 302,839

販売費及び一般管理費 352,202

営業損失（△） △49,362

営業外収益  

受取利息 4,140

受取配当金 172

その他 499

営業外収益合計 4,812

営業外費用  

支払利息 2,769

投資事業組合運用損 1,730

その他 5

営業外費用合計 4,505

経常損失（△） △49,056

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,476

ゴルフ会員権売却益 602

特別利益合計 5,078

税金等調整前四半期純損失（△） △43,977

法人税、住民税及び事業税 △3,397

法人税等調整額 △14,582

法人税等合計 △17,980

四半期純損失（△） △25,997



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 731,236

売上原価 633,332

売上総利益 97,903

販売費及び一般管理費 187,747

営業損失（△） △89,843

営業外収益  

受取利息 2,434

受取配当金 70

その他 250

営業外収益合計 2,755

営業外費用  

支払利息 1,328

投資事業組合運用損 1,730

その他 5

営業外費用合計 3,064

経常損失（△） △90,152

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,423

特別利益合計 2,423

税金等調整前四半期純損失（△） △87,729

法人税、住民税及び事業税 △28,672

法人税等調整額 △4,679

法人税等合計 △33,352

四半期純損失（△） △54,377



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △43,977

減価償却費 114,391

のれん償却額 4,054

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,476

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,435

受注損失引当金の増減額（△は減少） △5,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △161,232

長期未払金の増減額（△は減少） 201,510

受取利息及び受取配当金 △4,312

支払利息 2,769

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △602

売上債権の増減額（△は増加） 736,554

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,881

仕入債務の増減額（△は減少） △74,037

前受収益の増減額（△は減少） 22,041

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,637

その他 △13,772

小計 488,562

利息及び配当金の受取額 3,711

利息の支払額 △2,813

法人税等の支払額 △168,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 321,345

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △90,000

定期預金の払戻による収入 90,000

投資有価証券の取得による支出 △200,077

投資有価証券の売却による収入 200,000

投資有価証券の償還による収入 2,795

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△131,796

ゴルフ会員権の売却による収入 952

有形固定資産の取得による支出 △68,991

無形固定資産の取得による支出 △240

貸付金の増減額（△は増加） 2,234

差入保証金の差入による支出 △5,446

その他 △4,707

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,278



（単位：千円）

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  

リース債務の返済による支出 △26,656

配当金の支払額 △40,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,571

現金及び現金同等物の期首残高 513,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 561,706



 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



  

「参考資料」

前事業年度末及び前年同四半期に係る（四半期）個別財務諸表

（１）貸借対照表

  
前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

区分 金額（千円）

資産の部   

流動資産 

現金及び預金  703,134

売掛金   1,159,689

有価証券   299,650

商品   2,556

仕掛品  102,823

繰延税金資産   82,275

その他  76,779

貸倒引当金  △6,951

流動資産合計  2,419,958

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額）   241,164

工具、器具及び備品（純額）  65,770

リース資産（純額）   68,768

建設仮勘定   1,607

有形固定資産合計  377,311

無形固定資産 

ソフトウェア   186,712

リース資産   64,997

その他   4,510

無形固定資産合計  256,220

投資その他の資産 

投資有価証券   471,615

関係会社株式   500,000

繰延税金資産   316,520

長期預金   350,000

差入保証金  170,985

その他   104,397

貸倒引当金 △49

投資その他の資産合計  1,913,470

固定資産合計  2,547,003

資産合計  4,966,961



（注）当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、個別財務諸表を参考資料として記載してお

ります。 

  

  
前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

区分 金額（千円）

負債の部   

流動負債 

買掛金   164,416

リース債務   29,244

未払金   10,635

未払費用  84,396

未払法人税等  176,247

賞与引当金   138,000

その他  93,244

流動負債合計  696,185

固定負債 

リース債務  114,707

退職給付引当金  620,525

役員退職慰労引当金   161,232

長期未払金  29,960

固定負債合計  926,424

負債合計  1,622,610

純資産の部 

株主資本 

資本金  637,200

資本剰余金  607,200

利益剰余金  2,115,887

株主資本合計   3,360,287

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △15,936

評価・換算差額等合計 △15,936

純資産合計  3,344,351

負債・純資産合計  4,966,961



（前第２四半期累計期間） 

（注）当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、四半期個別財務諸表を参考資料として記載

しております。 

  

（２）四半期損益計算書

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） 

 区分 金額（千円）

売上高  1,654,778

売上原価  1,501,637

売上総利益  153,140

販売費及び一般管理費  333,333

営業損失（△） △180,192

営業外収益 

受取利息  4,889

受取配当金  1,693

保険解約返戻金  27,585

その他  1,088

営業外収益合計  35,257

営業外費用 

支払利息  509

投資事業組合運用損  1,182

営業外費用合計  1,692

経常損失（△） △146,626

特別利益 

貸倒引当金戻入額  2,266

特別利益合計  2,266

特別損失 

固定資産除却損  6,475

事務所移転費用  86,723

特別損失合計  93,199

税引前四半期純損失（△） △237,559

法人税、住民税及び事業税  4,137

法人税等調整額 △94,207

法人税等合計 △90,069

四半期純損失（△） △147,490



（前第２四半期会計期間） 

（注）当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、四半期個別財務諸表を参考資料として記載

しております。 

前第２四半期会計期間
  （自 平成20年７月１日 
   至 平成20年９月30日） 

 区分 金額（千円）

売上高  978,217

売上原価  882,819

売上総利益  95,398

販売費及び一般管理費  173,679

営業損失（△） △78,281

営業外収益 

受取利息  2,402

受取配当金  960

その他  812

営業外収益合計  4,175

営業外費用 

支払利息  289

投資事業組合運用損  1,182

営業外費用合計  1,472

経常損失（△） △75,578

特別損失 

固定資産除却損  6,475

事務所移転費用  68,615

特別損失合計  75,090

税引前四半期純損失（△） △150,668

法人税、住民税及び事業税  1,126

法人税等調整額 △60,965

法人税等合計 △59,838

四半期純損失（△） △90,830



（注）当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、四半期個別財務諸表を参考資料として記載

しております。  

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
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） 

区分 金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △237,559

減価償却費  78,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △2,266

賞与引当金の増減額（△は減少）   8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △10,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △29,013

受取利息及び受取配当金  △6,583

支払利息   509

固定資産除却損   6,475

売上債権の増減額（△は増加）   378,561

たな卸資産の増減額（△は増加）  △541,565

仕入債務の増減額（△は減少）  △52,650

未収消費税等の増減額（△は減少）  △11,973

未払消費税等の増減額（△は減少）  △53,913

その他   137,574

小計 △336,497

利息及び配当金の受取額   6,034

利息の支払額  △509

法人税等の支払額 △338,369

営業活動によるキャッシュ・フロー △669,342

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △90,000

定期預金の払戻による収入  290,000

有価証券の償還による収入  100,000

投資有価証券の取得による支出  △199,874

投資有価証券の償還による収入   204,433

有形固定資産の取得による支出 △133,301

無形固定資産の取得による支出  △1,616

その他   56,765

投資活動によるキャッシュ・フロー  226,407

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △81,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △524,149

現金及び現金同等物の期首残高  972,617

現金及び現金同等物の四半期末残高  448,468
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