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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 12,196 10.5 1,168 24.1 1,202 22.9 261 △50.2
21年3月期第2四半期 11,033 ― 941 ― 978 ― 525 ―

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 16.16 ―
21年3月期第2四半期 32.47 ―

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 19,376 12,463 64.3 769.33
21年3月期 19,730 12,658 64.2 781.36

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,463百万円 21年3月期  12,658百万円

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 40.00 40.00

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 26,000 4.0 2,000 △22.2 2,004 △23.8 710 △49.0 43.83
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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、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 
 平成21年９月17日に発表しました連結業績予想に変更はありません。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、本資料の発表日
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、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
 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 ―社 （社名 ）

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 16,200,000株 21年3月期  16,200,000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 16,200,000株 21年3月期第2四半期 16,200,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融不安の影響による景気後退が

一部で持ち直しつつあるものの、企業業績の悪化による投資の減少や株価の低迷、雇用不安による個人消

費の低迷等、依然として厳しい状況が続いております。 

 情報サービス業界におきましては、企業における計算事務受託は増加しているものの、景気悪化に伴う

IT投資抑制により受託ソフトウェア開発は大幅に減少し、IT企業の倒産件数も昨年から高止まりしてお

り、先行きに対する不透明感を含め厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、金融システム事業、流通サービスシステム事業、人事・給与業

務のアウトソーシングサービスであるBulas（ビューラス）を中心とするBPO事業および自社開発の通信ミ

ドルウェアの販売・ソリューション等を提供するHULFT（ハルフト）事業を積極的に展開しました。また

生産性向上、営業力強化、管理・牽制機能強化に注力するとともに、各部門の業務執行状況について代表

取締役による月次レビューを実施し、事業計画の進捗管理、迅速な意思決定、効率的な業務を行うことで

企業基盤の確立に努めてまいりました。 

  

 こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は12,196百万円（前年同期比

10.5％増）、営業利益は1,168百万円（同24.1％増）、経常利益は1,202百万円（同22.9％増）となりまし

た。また、当社事業のバックボーンとなる新データセンター（深川センター）への機器等の移設に伴い、

移設完了までの間に発生すると見込まれる損失729百万円を特別損失に計上したことから、四半期純利益

は261百万円（同50.2％減）となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

①システム構築・運用事業  

情報処理サービスにおいては、金融システム事業の既存顧客向けサービスが増加したこと、ソフ

トウェア開発においては、金融システム事業の既存顧客向け大型ソフトウェア開発案件が順調に推

移したことから、当第２四半期連結累計期間のシステム構築・運用事業の売上高は9,647百万円

（前年同期比10.6％増）となりました。 

 利益面では、BPO事業における収益構造の改善、金融システム事業における大型ソフトウェア開

発案件が利益に貢献したことから、当第２四半期連結累計期間の営業利益は796百万円（同10.8％

増）となりました。 

②パッケージ事業  

通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品HULFTの販売は、製品の累計

出荷数が約120,000本、導入会社数が約6,400社となりました。 

 パッケージ販売においては、製品販売そのものは成熟化からやや落ち込みを見せたものの、保守

契約率向上により保守販売が順調に推移したこと、またパッケージ付帯サービスにおきましては、

HULFTと他社パッケージソフトウェア等を組み合わせたソリューション案件が順調に推移したこと

から、当第２四半期連結累計期間のパッケージ事業の売上高は2,548百万円（前年同期比10.2％

増）となりました。 

 利益面では利益率の高い保守販売の増加が利益に貢献したものの、製品販売の減少および製品の

維持改善費用の増加等により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は1,158百万円（同0.1％減）

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
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当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比2,050

百万円減少したこと、売上債権の回収等により現金及び預金が同886百万円増加したこと、受託ソフトウ

ェア開発の進捗により仕掛品が同251百万円増加したこと等により、資産合計は同353百万円減少し19,376

百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金が同375百万円減少したこと、未払法人

税等が同480百万円減少したこと、データセンター移設損失引当金が同642百万円増加したこと等により、

負債合計は同158百万円減少し6,913百万円となりました。純資産につきましては、四半期純利益の計上に

より261百万円増加したこと、剰余金処分による配当財産の割当てにより486百万円減少したこと等によ

り、純資産合計は同194百万円減少し12,463百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末比0.1ポイント増加し64.3％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。）は、前連結会

計年度末より886百万円増加し、8,000百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,999百万円（前年同期比74.8％増）となりました。主な増加要因

は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が466百万円となったこと、前連結会計

年度末に受託ソフトウェア開発の売上が集中したことにより増加していた売上債権が2,049百万円減

少したこと等によるものであります。 

 また、主な減少要因は法人税等を727百万円納付したこと、外注費等の仕入債務の支払により買掛

金が375百万円減少したこと等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） 

投資活動の結果使用した資金は624百万円（前年同期に使用した資金は34百万円）となりました。

これは設備投資としてサーバー・通信機器およびソフトウェア等に582百万円支出したこと等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は486百万円（前年同期比0.6％増）となりました。これは配当金の支

払によるものであります。 

  

平成21年９月17日付 「平成22年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想の修正に関するお知

らせ」 で公表しました通期業績予想に変更はありません。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 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。  

  

受注製作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準の変更 

受注製作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準については、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）およ

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より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準（工

事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクト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の売上高は8,684千円、売上総利益、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前四半期純利益はそれぞれ3,047千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

データセンター移設損失引当金 

新データセンター（深川センター）への機器等の移設に伴い発生する損失に備えるため、その見込額

を計上しております。このデータセンター移設損失引当金は、第１四半期連結会計期間において、合理

的な見積りが可能になったことにより計上したものであります。 

  

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)

(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

(4) その他
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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 8,000,117 7,113,485

受取手形及び売掛金 2,775,513 4,826,144

有価証券 400,130 400,092

商品及び製品 11,688 30,117

仕掛品 528,480 276,932

原材料及び貯蔵品 10,980 11,651

繰延税金資産 474,133 471,227

その他 538,980 429,286

貸倒引当金 △503 △421

流動資産合計 12,739,521 13,558,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,191,434 2,169,718

減価償却累計額 △1,540,602 △1,520,341

建物及び構築物（純額） 650,831 649,376

工具、器具及び備品 2,924,925 2,585,369

減価償却累計額 △2,034,334 △1,888,076

工具、器具及び備品（純額） 890,590 697,292

建設仮勘定 － 106,372

有形固定資産合計 1,541,421 1,453,041

無形固定資産   

ソフトウエア 851,152 661,482

その他 0 0

無形固定資産合計 851,152 661,483

投資その他の資産   

投資有価証券 1,290,006 1,246,296

敷金 1,046,578 1,054,508

繰延税金資産 1,339,927 1,303,850

その他 571,776 457,534

貸倒引当金 △3,557 △4,693

投資その他の資産合計 4,244,731 4,057,497

固定資産合計 6,637,306 6,172,022

資産合計 19,376,827 19,730,538
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,087,957 1,463,954

未払法人税等 227,471 708,383

賞与引当金 762,748 793,840

その他 2,440,726 2,248,384

流動負債合計 4,518,904 5,214,562

固定負債   

退職給付引当金 1,599,719 1,705,549

長期未払金 152,400 152,400

データセンター移設損失引当金 642,671 －

固定負債合計 2,394,790 1,857,949

負債合計 6,913,694 7,072,512

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 9,580,602 9,804,853

株主資本合計 12,410,650 12,634,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,298 24,008

為替換算調整勘定 △2,815 △883

評価・換算差額等合計 52,483 23,124

純資産合計 12,463,133 12,658,026

負債純資産合計 19,376,827 19,730,538
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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 11,033,384 12,196,518

売上原価 8,301,318 9,328,010

売上総利益 2,732,065 2,868,507

販売費及び一般管理費   

役員報酬 100,759 108,334

従業員給料及び賞与 567,282 573,837

賞与引当金繰入額 195,829 198,180

退職給付費用 23,999 35,319

役員退職慰労引当金繰入額 8,790 －

福利厚生費 133,824 137,298

減価償却費 83,998 67,155

その他 676,376 579,882

販売費及び一般管理費合計 1,790,862 1,700,007

営業利益 941,203 1,168,499

営業外収益   

受取利息 21,333 15,284

有価証券利息 5,642 2,516

受取配当金 4,523 9,579

保険配当金 8,501 －

持分法による投資利益 － 7,196

その他 1,537 2,091

営業外収益合計 41,538 36,668

営業外費用   

複合金融商品評価損 1,982 388

為替差損 1,902 1,812

その他 23 35

営業外費用合計 3,908 2,236

経常利益 978,833 1,202,931

特別利益   

貸倒引当金戻入額 86 1,100

特別利益合計 86 1,100

特別損失   

固定資産処分損 6,250 903

賃借物件原状回復費用 － 7,400

データセンター移設損失引当金繰入額 － 729,341

リース解約損 29,021 －

ゴルフ会員権評価損 4,224 －

貸倒引当金繰入額 3,500 －

特別損失合計 42,996 737,645

税金等調整前四半期純利益 935,923 466,385

法人税等 409,942 204,637

四半期純利益 525,980 261,748

㈱セゾン情報システムズ（9640）平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



(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 935,923 466,385

減価償却費 350,075 407,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,392 △1,017

賞与引当金の増減額（△は減少） 200,171 △30,744

退職給付引当金の増減額（△は減少） △136,798 △105,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155,390 －

データセンター移設損失引当金の増減額（△は減
少）

－ 642,671

受取利息及び受取配当金 △31,499 △27,380

為替差損益（△は益） △1,106 －

固定資産処分損益（△は益） 6,250 903

複合金融商品評価損益（△は益） 1,982 388

持分法による投資損益（△は益） － △7,196

ゴルフ会員権評価損 4,224 －

売上債権の増減額（△は増加） 23,122 2,049,673

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,186 △232,489

仕入債務の増減額（△は減少） △163,612 △375,419

長期未払金の増減額（△は減少） 152,400 －

その他の資産の増減額（△は増加） △432,748 △266,262

その他の負債の増減額（△は減少） 542,316 173,449

小計 1,349,888 2,694,810

利息及び配当金の受取額 29,283 31,569

法人税等の支払額 △235,490 △727,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,680 1,999,132

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 225,452 －

有価証券の償還による収入 200,000 200,000

投資有価証券の取得による支出 △200,275 △200,079

有形及び無形固定資産の取得による支出 △255,608 △582,523

有形及び無形固定資産の売却による収入 1 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,331 △47,020

敷金及び保証金の回収による収入 1,371 54,715

その他 △848 △50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,237 △624,908

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △483,142 △486,161

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,142 △486,161

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,420 △1,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631,721 886,631

現金及び現金同等物の期首残高 7,312,830 7,113,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,944,551 8,000,117

㈱セゾン情報システムズ（9640）平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -



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) 

 
(注) １ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

(2) パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

  

(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

システム構築・
運用事業 
(千円)

パッケージ事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 8,720,012 2,313,371 11,033,384 ─ 11,033,384

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

72,114 1,996 74,111 (74,111) ─

計 8,792,127 2,315,368 11,107,496 (74,111) 11,033,384

営業利益 718,918 1,159,187 1,878,106 (936,902) 941,203
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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) 

 
(注) １ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

(2) パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

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」に記載のとおり、受注製作

のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準については、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）および「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よ

り適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他のプロジェクトについては工事完成基準を適用しております。 

  この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のシステム構築・運用事業

の売上高が8,684千円、営業利益が3,047千円それぞれ増加しております。 

  

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) 

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90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

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90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

システム構築・
運用事業 
(千円)

パッケージ事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 9,647,891 2,548,626 12,196,518 ― 12,196,518

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

60,383 1,975 62,359 (62,359) ―

計 9,708,275 2,550,601 12,258,877 (62,359) 12,196,518

営業利益 796,913 1,158,005 1,954,919 (786,419) 1,168,499

b. 所在地別セグメント情報
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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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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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