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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 57,088 △7.8 2,938 △29.0 2,953 △29.9 1,713 △29.0
21年3月期第2四半期 61,948 ― 4,139 ― 4,210 ― 2,414 ―

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 68.52 ―
21年3月期第2四半期 96.57 ―

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 74,804 36,517 48.8 1,460.70
21年3月期 73,755 35,162 47.7 1,406.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  36,517百万円 21年3月期  35,162百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年3月期 ― 25.00
22年3月期 

（予想）
― 25.00 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 115,000 △8.9 6,500 △11.0 6,500 △11.5 3,700 △12.5 148.00
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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、４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、４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説明に関する記述は、当社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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 25,000,000株 21年3月期  25,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  412株 21年3月期  178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 24,999,755株 21年3月期第2四半期 24,999,849株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な景気後退の影響を受け、失業率が過去最
高水準となるなど、依然として厳しい状況が継続しましたが、製造業における在庫調整の一巡や対外経済
環境の改善により景気持ち直しの動きもみられました。  
 情報サービス産業においては、企業収益の大幅な減少をうけて、ほぼ全ての産業分野のＩＴ投資が削減
されるなど、大変厳しい経営環境が続いています。    
 そのような状況の中で、当社はお客様のＩＴ投資効果を明確にした積極的な提案活動、お客様の業務効
率向上、企業収益改善に直結したソリューションの提供、㈱日立製作所と連携した大規模かつ信頼性の高
いシステムの提供を軸に事業を推進しております。  
 当第２四半期連結累計期間においては、中堅・中小企業に特化した次世代ファイアウォール製品をはじ
めとするセキュリティソリューションのメニュー拡充や、医療検査業務向けソフトウェアなどの強化に取
り組んでまいりました。しかしながら、銀行、証券、自動車など大企業向けソリューションにおいて、お
客様のＩＴ投資の抑制・先送りなどの影響により、売上高は前年同期を上回るには至りませんでした。  
 事業別の営業の状況については以下のとおりであります。 
 システムインテグレーション及びシステムサービス事業は、お客様のＩＴ投資の抑制・先送りなどの影
響により、売上高は43,837百万円（前年同期比11.3％減）となりました。ソフトウェアパッケージ事業の
売上高についても同様の状況となり、3,989百万円（前年同期比3.4％減）となりました。情報処理機器販
売事業については、ＰＣ・サーバ等の大口受注の計上があったことにより、9,262百万円（前年同期比
10.5％増）となりました。  
  利益面においては、生産性向上、プロジェクトマネジメント強化、品質向上、管理コストの見直しな
ど諸施策を実施いたしましたが、売上高の減少をカバーするまでには至りませんでした。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高合計は57,088百万円(前年同期比7.8％減)、営業利益
は2,938百万円(前年同期比29.0％減)、経常利益は2,953百万円(前年同期比29.9％減)、四半期純利益は
1,713百万円(前年同期比29.0％減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べ1,049百万円増の74,804
百万円となりました。流動資産は受取手形及び売掛金が減少しましたが、預け金が増加したことにより、
前連結会計年度末に比べ400百万円増の55,671百万円となりました。固定資産は無形固定資産及び投資そ
の他の資産の増加により、前連結会計年度末に比べ649百万円増の19,133百万円となりました。 
 負債の合計は、前連結会計年度末に比べ306百万円減の38,287百万円となりました。流動負債は買掛金
が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,125百万円減の25,088百万円となりました。固定負債
は前連結会計年度末に比べ819百万円増の13,199百万円となりました。 
 純資産の合計は、四半期純利益の計上により前連結会計年度末に比べ1,354百万円増の36,517百万円と
なりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の47.7%から48.8%となりました。 
  

今後の情報サービス業界は、引き続き厳しい経営環境が続くと思われますが、当社は、システムエンジ
ニア力と自社製品及びアライアンス製品を組み合わせ、お客様の企業価値向上に貢献するソリューション
を提供することで、受注の確保に努めてまいります。また、幅広くビジネスパートナーとの連携を強化
し、より質の高いソリューションを様々なチャネルを通じて提供してまいります。  
 利益面においても、より一層プロジェクトマネジメント強化、品質向上に努めると共に、原価低減を徹
底し、利益の確保を図ってまいります。 
 平成22年３月期の業績予想については、概ね当初見込みどおりに推移しておりますので、平成21年４月
27日付けで発表しました業績予想に変更はありません。 

  

・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
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 該当事項はありません。 
  

①繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②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。 

③原価差異の繰延処理 
 操業度等の変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれ
るため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

  

工事契約に関する会計基準の適用 
 当第１四半期連結会計期間より、「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)を適用しております。当第１四半期連結会計期間の期首に存在する契約を含むすべての
契約において成果の確実性が認められるシステムソリューションの請負等については進行基準(進
捗率の見積りは原価比例法)を、その他のシステムソリューションの請負等については完成基準を
適用しております。 
 なお、従来より進行基準を適用しているため、売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益に与える影響はありません。 

  

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：百万円）

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 266 651

受取手形及び売掛金 31,238 35,714

商品 465 658

仕掛品 5,795 4,344

預け金 14,084 9,939

その他 3,823 3,962

流動資産合計 55,671 55,271

固定資産   

有形固定資産 2,057 2,146

無形固定資産 2,566 2,421

投資その他の資産 14,510 13,915

固定資産合計 19,133 18,484

資産合計 74,804 73,755

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,390 11,130

未払法人税等 1,365 1,822

プログラム補修引当金 1,101 1,248

受注損失引当金 651 765

その他 12,581 11,246

流動負債合計 25,088 26,212

固定負債   

退職給付引当金 12,746 11,910

役員退職慰労引当金 191 191

その他 262 278

固定負債合計 13,199 12,379

負債合計 38,287 38,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,190 4,190

資本剰余金 6,279 6,279

利益剰余金 25,742 24,655

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,211 35,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 306 41

繰延ヘッジ損益 － △2

評価・換算差額等合計 306 38

純資産合計 36,517 35,162

負債純資産合計 74,804 73,755
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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：百万円）

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 61,948 57,088

売上原価 47,873 45,421

売上総利益 14,075 11,667

販売費及び一般管理費 9,936 8,729

営業利益 4,139 2,938

営業外収益   

受取利息 34 64

受取配当金 24 21

為替差益 48 －

雑収入 3 2

営業外収益合計 111 87

営業外費用   

支払利息 3 6

為替差損 － 8

固定資産処分損 24 22

雑損失 11 36

営業外費用合計 39 72

経常利益 4,210 2,953

特別損失   

投資有価証券評価損 102 －

特別損失合計 102 －

税金等調整前四半期純利益 4,108 2,953

法人税等 1,693 1,240

四半期純利益 2,414 1,713

㈱日立システムアンドサービス（3735）　平成22年３月期 第２四半期決算短信

6



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) 

 該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

当社及び連結子会社の事業は、システムインテグレーション及びシステムサービス、ソフトウェア

開発、ソフトウェアパッケージ及び情報処理機器の販売等を行っており、情報サービス単一事業のた

め、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

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) 

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、海外売上高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) 

 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(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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 ①受注高 

                                        (単位：百万円) 

 

 ②受注残高 

                                        (単位：百万円) 

 
  

 ③販売実績 

                                        (単位：百万円)   

 

6.その他の情報

(1)受注及び販売の状況

区分
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)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

54,281 48,520 △5,762

ソフトウェアパッケージ事業 4,288 4,325 37

情報処理機器販売事業 10,078 12,461 2,383

合計 68,648 65,306 △3,342

区分
前第２四半期会計期間末

(平成20年９月30日)
当第２四半期会計期間末 
  (平成21年９月30日)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

15,343 14,629 △715

ソフトウェアパッケージ事業 999 1,381 381

情報処理機器販売事業 6,710 8,919 2,208

合計 23,053 24,929 1,875

区分
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)

対前年同期増減

システムインテグレーション
及びシステムサービス事業

49,436 43,837 △5,600

ソフトウェアパッケージ事業 4,128 3,989 △139

情報処理機器販売事業 8,383 9,262 879

合計 61,948 57,088 △4,860
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平成21年7月28日に㈱日立製作所は、当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」とい
います。）を開始する旨を発表いたしました。 
 当社は同日開催の取締役会において、本公開買付けに対し賛同するとともに、当社の株主の皆様に応
募を推奨することを決議いたしました。 
 本公開買付けは、平成21年８月20日から平成21年10月８日まで行われ、その結果、当社の総株主の議
決権数に対する㈱日立製作所の所有割合は、98.63％となりました。 
 当社は、本日開催の当社取締役会におきまして、平成21年12月25日に臨時株主総会及び普通株主様に
よる種類株主総会を開催し、㈱日立製作所による当社の完全子会社化手続に必要な定款の一部変更等の
議案を付議することを決議いたしました。 
 当該臨時株主総会及び種類株主総会における議案がすべて原案どおり承認可決された場合には、当社
普通株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなりますので、平成21年12月25日から平
成22年１月25日まで整理銘柄に指定された後、平成22年１月26日をもって上場廃止となる予定です。 

(2)親会社である㈱日立製作所による当社普通株式に対する公開買付けに関する事項について
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