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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 6,381 △14.3 △248 ― △241 ― △269 ―
21年3月期第2四半期 7,442 ― 230 ― 242 ― 97 ―

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 △30.67 ―
21年3月期第2四半期 11.09 11.00

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 9,533 6,397 63.6 688.89
21年3月期 10,217 6,735 62.1 726.67

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  6,065百万円 21年3月期  6,343百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 14,080 △9.6 70 △88.1 70 △88.6 △40 ― △4.54



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） 

（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 
 本資料に記載しております売上高及び利益の業績予想は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報等による判断及び仮定により算
出しております。従いまして、今後の経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は今回予想とは異なる場合がありま
すのでご承知おき下さい。なお業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表】
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 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 9,046,000株 21年3月期 8,971,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 242,588株 21年3月期 242,588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 8,774,126株 21年3月期第2四半期 8,779,725株



 日本国経済の状況は、景気に持ち直しの動きがあるものの、その水準自体が低いために回復といえる状況には至っ

ておらず、当面は下振れリスクを注視する必要があると考えております。 

 このような経済環境のもと、当社グループにおいては、アウトソーシング事業は一定の成長を確保しているもの

の、コンサルティング事業及びシステム開発事業においては景気悪化の影響を受けて売上高が減少しており、上期前

半より製造固定費及び販管費の圧縮を進めてまいりましたが、労務費を中心とした製造固定費の圧縮に時間を要し、

原価が高止まりとなったため、営業利益を確保することができませんでした。当第２四半期における業績は売上高

6,381百万円、営業利益△248百万円、経常利益△241百万円、四半期純利益△269百万円となりました。経営成績の概

要について以下に事業分野別に記載いたします。 

  

 コンサルティング事業分野は、急激な景気悪化の影響を受けて顧客企業が総じてコスト削減に動いたため、需要動

向の影響を短期的に受けやすいコンサルティング案件の受注が低迷いたしました。また、前年売上高の主要な部分を

占めていた内部統制に関するビジネスにおいて運用段階での支援サービスが想定より少なかったことも売上を減少さ

せる要因となりました。売上の減少に伴い当該ビジネス分野に関わる製造固定費を労務費・外注費を中心に圧縮して

まいりましたが、急激な売上減少に追随できず、売上・利益とも前年を大幅に下回る結果となりました。ＳＩ（シス

テム・インテグレーション）におきましては、案件の減少及び小規模化の影響を受けて、上期後半の売上の伸びが見

られず、売上及び利益の減少となりました。 

 システム開発事業分野は、当該事業分野の主要マーケットである証券業界においては、受注環境は底を打った感は

あるものの、引き続き情報化投資の抑制の動きが強いことや、顧客企業からの単価引下げ要求も継続していることか

ら、売上・利益とも前年を下回ることとなりました。銀行・保険等の業界は受注環境としては証券業界同様厳しさを

増しておりますが、主要顧客からの受注が確保できており、概ね前年並みの売上を確保いたしております。会計シス

テムの開発に関しましては、ＳＥＳ（システム・エンジニアリング・サービス）を中心に開発要員の縮小の動きがあ

り売上が減少傾向にありますが、名古屋地区や大阪地区においては重点顧客からの受注により前年を上回る売上を確

保しております。 

 アウトソーシング事業分野は、給与・労務等に係わるアウトソーシング及び経理・財務等のアウトソーシングが順

調に売上規模を拡大しております。人材派遣は、東海地区における製造業向けの派遣が低迷しておりますが、医療機

関等への人材派遣や外資系企業に対するＩＴ技術者の派遣は一定の増加をしております。前年第３四半期会計期間に

おいて、外資系企業に対してＩＴに特化した人材派遣や人材紹介サービス、システムのアウトソーシングサービスを

展開する事業を譲り受けており、当該事業分野の売上増加の主たる要因となっておりますが、景気悪化の影響を受け

て有料人材紹介事業に係わる売上の大幅な減少により売上総利益率が低下したため、損失を計上しております。 

  

（当社の事業特性について） 

 従来より、当社のコンサルティング事業及びシステム開発事業では、請負契約による当社の成果物に対する検収が

顧客の事業年度末に集中する傾向が強く、その結果当社の売上高及び利益は第２四半期及び第４四半期に偏る傾向が

あります。 

   

 当第２四半期末の資産合計は9,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ684百万円の減少となりました。この減

少は、現金及び預金の減少290百万円、売上の偏重により前期末に集中して計上された売掛金の減少438百万円等によ

ります。 

 当第２四半期末の負債合計は3,135百万円と、前連結会計年度末に比べ346百万円の減少となりました。この減少

は、主に前期末に委託費計上した債務の支払による買掛金の減少146百万円、賞与引当金の減少131百万円、未払法人

税等の減少78百万円等によります。なお、買掛金の変動は売上高が第４四半期に偏重することに起因しております。

 当第２四半期末の純資産合計は6,397百万円と、前連結会計年度末に比べ338百万円減少しました。この減少は、剰

余金の配当及び四半期純損失による利益剰余金の減少321百万円によります。 

  

 平成21年９月18日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載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。 

  

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



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、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）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受注制作のソフトウェア開発から、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開発については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の開発について

は完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は328,220千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

54,513千円減少しております。 

  

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



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 4,916,713 5,206,507

売掛金 1,979,694 2,417,561

仕掛品 230,765 157,444

その他 487,367 450,662

貸倒引当金 △126 △236

流動資産合計 7,614,413 8,231,938

固定資産   

有形固定資産 137,899 179,710

無形固定資産 215,161 218,385

投資その他の資産   

その他 1,571,663 1,594,377

貸倒引当金 △6,596 △7,577

投資その他の資産合計 1,565,067 1,586,800

固定資産合計 1,918,127 1,984,895

資産合計 9,532,540 10,216,833

負債の部   

流動負債   

買掛金 446,518 592,135

短期借入金 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000 4,000

未払法人税等 34,736 112,521

賞与引当金 422,844 553,564

役員賞与引当金 11,250 32,500

その他の引当金 34,458 15,417

その他 584,563 554,616

流動負債合計 1,556,369 1,884,753

固定負債   

退職給付引当金 1,432,974 1,430,231

役員退職慰労引当金 135,999 141,976

その他 10,129 24,691

固定負債合計 1,579,102 1,596,898

負債合計 3,135,471 3,481,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,219,240

資本剰余金 2,669,438 2,655,188

利益剰余金 1,300,693 1,622,151

自己株式 △116,455 △116,455

株主資本合計 6,087,166 6,380,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,617 △37,433

評価・換算差額等合計 △22,617 △37,433

少数株主持分 332,520 392,491

純資産合計 6,397,069 6,735,182

負債純資産合計 9,532,540 10,216,833



(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 7,442,059 6,380,831

売上原価 5,902,901 5,454,811

売上総利益 1,539,158 926,020

販売費及び一般管理費 1,309,148 1,174,216

営業利益又は営業損失（△） 230,010 △248,196

営業外収益   

受取利息 6,296 5,203

受取配当金 2,809 2,457

その他 7,302 4,444

営業外収益合計 16,407 12,104

営業外費用   

支払利息 821 455

支払手数料 853 652

投資事業組合費用 － 3,390

事務所移転費用 1,094 －

その他 1,225 115

営業外費用合計 3,993 4,612

経常利益又は経常損失（△） 242,425 △240,704

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 931

移転補償金 － 3,000

特別利益合計 － 3,931

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2,905 －

投資有価証券売却損 － 24,396

投資有価証券評価損 1,650 －

ソフトウェア構築補償等損失 1,657 －

事業所移転損失 － 46,120

その他 695 14,148

特別損失合計 6,907 84,664

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

235,518 △321,437

法人税、住民税及び事業税 71,676 19,749

法人税等調整額 60,238 △66,179

法人税等合計 131,914 △46,430

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,194 △5,919

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,410 △269,088



該当事項はありません。 

  

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) 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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