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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 3,516 △14.7 130 △37.6 158 △21.8 89 △10.9

21年3月期第2四半期 4,121 ― 209 ― 202 ― 100 ―

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 42.97 ―

21年3月期第2四半期 49.74 ―

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 4,995 2,123 42.5 1,016.27
21年3月期 4,951 2,137 43.2 1,022.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,123百万円 21年3月期  2,137百万円

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 ― 50.00 50.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 50.00 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 8,460 △7.5 609 14.8 588 13.3 322 9.3 154.25
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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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異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。 

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 2,090,000株 21年3月期  2,090,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  66株 21年3月期  66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 2,089,934株 21年3月期第2四半期 2,025,714株
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

（参考）平成22年３月期第２四半期（３月）の連結業績

 連結経営成績(会計期間) （平成21年７月１日～平成21年９月30日）

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 1,871 △17.3 162 △25.6 194 △9.8 131 △4.2

21年３月期第２四半期 2,264 ― 218 ― 215 ― 137 ―

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 62 91 ― ―
21年３月期第２四半期 65 64 ― ―
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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、日銀が発表した９月の短観（企業短期経済観測調

査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（ＤＩ）はマイナス33となり、６月の前回調査から15

ポイントの改善、３か月見通しでも改善が見込まれております。昨年秋以降、金融危機を発端とした世界

経済の混乱により急落した日本経済もエコカー減税・補助金等政府の景気対策の効果で生産の回復が進み

景況感全体の改善にもつながっています。しかし、2009年度の企業の設備投資計画は抑制気味で、特に当

社グループの事業に係わりが強いソフトウエア投資額では、全産業で前年度比11.4％の減少、大企業製造

業では前年度比18.4％の減少となっており、当社グループの事業活動への影響が懸念されるところであり

ます。  

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、平成21年８月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比5.9％減と３

か月連続の減少となりました。主力の「受注ソフトウエア」売上高は、同3.7％減であります。売上減少

の背景には、通信業向け、金融業向けなどが減少したことが挙げられます。企業の設備投資意欲はまだま

だ弱く、ＩＴ（情報技術）投資削減の影響などで当社グループを取り巻く経営環境は、厳しい状況が続い

ております。  

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、製造業を中心にＩＴ投資

の中断や縮小が相次ぎ、また、顧客からの発注単価の値下げ要請なども相まって受注環境は依然として厳

しさを増し低迷しております。自動車関連製造業や工作機械メーカー等主要顧客からの受注は減少を余儀

なくされ、企業のシステム構築を中心とするＳＩサービス業務の売上高は、2,245,106千円（前年同期比

22.9％減）となりました。ソフトウエア開発業務においては、不採算顧客との取引見直しやメンテナンス

業務などのリピートオーダーを安定的に確保できたことから売上高は、938,902千円（前年同期比6.6％

増）となりました。ソフトウエアプロダクト業務におきましては、コールセンター向け商品や次世代通販

業向けのパッケージ商品などの販売が伸び売上高は、267,736千円（前年同期比13.8％増）、商品販売で

はパソコンやネットワーク機器等主なＩＴ機器の需要低迷が響き売上高は、62,274千円（前年同期比

31.6％減）、その他のＷＥＢサイトの運営などの売上高は、2,005千円（前年同期比11.8％減）となりま

した。  

 収益面におきましては、今期採用した新入社員75名が教育研修などにより売上に寄与できていないこと

や受注環境の悪化に伴う技術者の待機工数の発生などが収益を圧迫する要因となりました。 

 その一方で、①外注費を削減し内製化を図る、②労働時間の管理を強化し無駄な時間外労働の削減など

で労務費の圧縮を図る、③その他不要不急の経費を抑えるなどコスト削減に取り組んでまいりました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高3,516,024千円（前年同期比14.6％

減）、営業利益130,763千円（前年同期比37.6％減）、経常利益158,634千円（前年同期比21.7％減）、四

半期純利益89,806千円（前年同期比10.8％減）となりました。 

  

総資産は、受取手形及び売掛金が減少したものの現金及び預金が増加したことなどにより、前連結会計

年度末に比べ44,440千円増加し、4,995,484千円となりました。 

負債は、買掛金が減少したものの長・短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ58,179千

円増加し、2,871,537千円となりました。 

純資産は、四半期純利益を計上したものの剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ

13,738千円減少し、2,123,947千円となりました。 
  

平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、景気の先行き、不透明感から現時点では計りかねて

おりますが、概ね計画通りに推移するとの見込みから、平成21年５月14日に公表したままであり、修正し

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
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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 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。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用については、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。 

  

① 受注制作のソフトウエアに係る収益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)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プロジェクトから、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（プロ

ジェクト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119,477千円、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ22,556千円増加しております。 
  

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
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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 1,786,331 1,050,624

受取手形及び売掛金 1,597,637 2,265,903

商品及び製品 4,322 4,919

仕掛品 89,735 110,911

原材料及び貯蔵品 5,444 5,441

その他 203,745 178,167

貸倒引当金 △158 △396

流動資産合計 3,687,057 3,615,572

固定資産   

有形固定資産   

土地 604,806 604,806

その他（純額） 220,325 236,407

有形固定資産合計 825,131 841,214

無形固定資産   

のれん 37,412 46,751

その他 216,522 217,076

無形固定資産合計 253,934 263,828

投資その他の資産 229,360 230,428

固定資産合計 1,308,427 1,335,472

資産合計 4,995,484 4,951,044
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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 322,297 624,542

短期借入金 190,000 －

1年内返済予定の長期借入金 610,081 526,151

未払法人税等 75,890 126,833

賞与引当金 300,300 302,690

その他 402,318 452,552

流動負債合計 1,900,887 2,032,769

固定負債   

長期借入金 765,847 578,652

退職給付引当金 165,627 154,744

その他 39,174 47,191

固定負債合計 970,649 780,588

負債合計 2,871,537 2,813,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,150 550,150

資本剰余金 517,550 517,550

利益剰余金 1,050,963 1,065,652

自己株式 △66 △66

株主資本合計 2,118,596 2,133,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,350 4,399

評価・換算差額等合計 5,350 4,399

純資産合計 2,123,947 2,137,686

負債純資産合計 4,995,484 4,951,044
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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 4,121,754 3,516,024

売上原価 3,235,108 2,773,123

売上総利益 886,646 742,901

販売費及び一般管理費 677,029 612,137

営業利益 209,616 130,763

営業外収益   

受取利息 113 63

受取配当金 175 175

助成金収入 － 36,351

受取家賃 577 －

受取手数料 511 －

その他 169 1,141

営業外収益合計 1,546 37,732

営業外費用   

支払利息 7,514 9,723

その他 802 138

営業外費用合計 8,317 9,861

経常利益 202,845 158,634

特別利益   

固定資産売却益 191 －

貸倒引当金戻入額 8 237

特別利益合計 199 237

特別損失   

固定資産除却損 273 596

ゴルフ会員権売却損 84 －

投資有価証券評価損 － 1,498

特別損失合計 358 2,095

税金等調整前四半期純利益 202,686 156,776

法人税等 101,935 66,969

四半期純利益 100,751 89,806
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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

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 2,264,531 1,871,725

売上原価 1,720,751 1,403,476

売上総利益 543,779 468,249

販売費及び一般管理費 324,896 305,497

営業利益 218,883 162,751

営業外収益   

受取利息 78 39

受取配当金 － 0

助成金収入 － 36,351

受取家賃 294 －

受取手数料 225 －

その他 153 630

営業外収益合計 752 37,021

営業外費用   

支払利息 4,198 5,414

その他 54 65

営業外費用合計 4,253 5,479

経常利益 215,382 194,294

特別損失   

固定資産除却損 126 562

投資有価証券評価損 － 1,498

特別損失合計 126 2,061

税金等調整前四半期純利益 215,255 192,233

法人税等 78,077 60,758

四半期純利益 137,178 131,474
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(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 202,686 156,776

減価償却費 53,263 49,482

のれん償却額 9,339 9,339

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,865 △2,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,900 10,883

売上債権の増減額（△は増加） △47,034 676,748

たな卸資産の増減額（△は増加） △206,698 21,770

仕入債務の増減額（△は減少） △136,325 △307,757

その他 △10,494 △63,467

小計 △145,227 551,385

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △145,504 △117,408

その他 △7,804 △10,054

営業活動によるキャッシュ・フロー △298,536 423,921

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 △3,091 △3,440

無形固定資産の取得による支出 △35,725 △30,371

その他 615 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,200 △33,826

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 430,000

短期借入金の返済による支出 △240,000 △240,000

長期借入れによる収入 500,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △249,198 △328,875

株式の発行による収入 145,500 －

リース債務の返済による支出 △16,820 △11,030

配当金の支払額 △97,000 △104,496

財務活動によるキャッシュ・フロー 442,481 345,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,744 735,692

現金及び現金同等物の期首残高 338,604 1,015,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 444,349 1,751,187
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 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
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、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) 外注実績 

 当第２四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、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) 仕入実績 

 当第２四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入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。 

  

6. その他の情報

業務区分

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)

生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 1,057,339 65.9

ソフトウエア開発業務 469,585 105.8

ソフトウエアプロダクト業務 175,554 126.8

その他 1,032 82.7

合計 1,703,512 77.9

業務区分

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)

外注高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 331,573 43.5

ソフトウエア開発業務 130,712 85.4

ソフトウエアプロダクト業務 7,288 54.7

その他 5 ―

合計 469,580 50.6

業務区分

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)

仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

商品販売 22,697 100.6
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(4) 受注実績 

 当第２四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、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。 

  

(5) 販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

業務区分

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)

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
(％)

ＳＩサービス業務 1,078,646 64.8 628,492 51.6

ソフトウエア開発業務 497,641 119.9 288,690 81.9

ソフトウエアプロダクト業務 174,308 126.5 12,190 63.5

商品販売 28,330 56.4 1,538 34.8

合計 1,778,927 78.5 930,912 58.4

業務区分

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)

販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 1,195,112 73.3

ソフトウエア開発業務 469,585 105.8

ソフトウエアプロダクト業務 176,158 126.0

商品販売 29,836 63.0

その他 1,032 82.8

合計 1,871,725 82.7

相手先

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

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)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 486,575 21.4 376,393 20.1

㈱富士通中部システムズ 224,182 9.8 216,082 11.5
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