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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 19,058 △18.9 △950 ― △319 ― △838 ―
21年3月期第2四半期 23,498 ― 569 ― 1,803 ― 41 ―

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 △25.71 ―
21年3月期第2四半期 1.27 ―

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 40,451 19,815 47.0 583.18
21年3月期 44,309 20,554 44.0 597.01

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  19,029百万円 21年3月期  19,481百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00
22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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 42,000 △13.0 300 △75.0 1,700 △51.0 300 ― 9.19
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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将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情報およ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って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 32,789,400株 21年3月期 32,789,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 158,203株 21年3月期 158,003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 32,631,305株 21年3月期第2四半期 32,631,812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、海外経済の持ち直しや在庫調整の進捗から、輸出、生産は持

ち直しておりますが、一方、厳しい収益状況から設備投資が大幅に減少しているほか、厳しい雇用環境や所得環境の

継続から個人消費が低迷しているため、景気は持ち直しの動きがみられるものの、本格的な回復までにはまだ時日を

要する状況であります。 

  

 このような環境の中、情報サービス業界は全体的に減少傾向が継続し、特に主力のソフトウェア開発・プログラム

作成では、通信業向け・金融業向けの受注ソフトウェアおよびソフトウェアプロダクトの減少により、計算事務等情

報処理の微増を除けば、データベースサービス、システム管理運営受託等も減少が続いております。 

 一方、証券業界におきましては、業況低迷による証券各社の経営環境の厳しさ、業容縮小傾向が継続するととも

に、平成21年1月に証券決済制度改革の集大成というべき「株券の電子化」が施行され、証券決済における事務がア

ナログからデジタルへと変革し、証券会社・金融機関の事務フロー等が大きく変化しております。 

  

 このような状況のもと、当社グループは統合の着実な成果として、子会社の㈱ＪＢＩＳによるサービスの一元的受

託体制に移行し、新世代証券総合システムサービス事業を推進してまいりました。また、制度改革としての「株券電

子化」後の大きな環境変化に対応するため、当社の子会社㈱ＪＢＩＳビジネスサービスの事業分野を拡大するととも

に新規サービスの開発・提供につなげるべく、当社グループ全体のビジネスサービス機能の拡充に向けた再編を行

い、日本電子計算㈱、日本証券代行㈱、㈱ＪＢＩＳ、㈱ＪＢＩＳビジネスサービスの４社による事業体制を構築いた

しました。 

 さらに、グループ内の選択と集中としてファシリティの統合を推進するとともに、ビル移転による本社機能の統合

を進め、固定費の削減、グループ内の効率化による経営努力の徹底などにより、売上の底上げと利益の確保に注力い

たしてまいりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間については、前述のような厳しい受注環境から懸命な経営改善努力にもかかわらず、売

上高は19,058百万円（前年同期比△18.9％）となり、利益面についても、営業損失は950百万円（前年同期は営業利

益569百万円）、経常損失は319百万円（前年同期は経常利益1,803百万円）、四半期純損失は838百万円（前年同期は

四半期純利益41百万円）となりました。 

    

また、各セグメント別売上状況は次のとおりです。 

（1）情報サービス事業 

情報サービス事業は、ＩＴ投資抑制、主要顧客である証券分野の厳しい経営状況、金融分野での案件提案の先送

りが依然として続き、証券分野の約定処理件数減少等も売上に影響いたしました。また、産業分野でのソフトウェア

プロダクト販売の落ち込みもあり、公共分野で新システムWizLIFEへの切り替えおよび新規顧客獲得に注力いたしま

したが、情報サービス事業は8,673百万円（前年同期比13.4％減）となり、ソフトウェア開発事業は7,037百万円（前

年同期比7.5％減）となりました。システム販売事業は、付加価値のある案件の選別受注により売上高は960百万円

（前年同期比11.8％減）となりました。 

（2）証券事務管理・代行事業 

 株券電子化後の基幹業務として注力する「ＢＰＯ業務」「口座管理機関業務」「証券代行業務」を中心とした営業

展開と、当社グループの顧客基盤への業務の深耕や事務・ＩＴ一体のサービス提供等の営業を進めましたが、株券電

子化実施による株券等現物に係る事務や周辺業務の大幅な減少から、証券事務管理事業は1,681百万円（前年同期比

52.0％減）、証券代行事業は704百万円（前年同期比45.3％減）となりました。 

   

 当第２四半期末における総資産は40,451百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,858百万円減少いたしまし

た。資産の部では、流動資産は19,076百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,591百万円減少いたしました。

これは主に受取手形及び売掛金2,353百万円の減少等であります。 

 また、固定資産は21,374百万円となり、前連結会計年度末と比較して267百万円減少いたしました。これは主に差

入保証金332百万円の減少であります。 

 負債の部では、流動負債は8,360百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,862百万円減少いたしました。これ

は主に支払手形及び買掛金581百万円の減少等であります。 

 また、固定負債は12,268百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,253百万円減少いたしました。これは主に

負ののれん694百万円の減少等であります。  

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
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 純資産の部では、利益剰余金の減少により純資産合計は19,815百万円となり、前連結会計年度末と比較して739百

万円減少いたしました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の44.0%から47.0%となり3.0ポイント改善いたしました。 

 (連結キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動の結果使用した資金は39百万円（前年同期は598百万円の獲得）となりました。これは主にたな卸資産の

増加811百万円によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は843百万円（前年同期は740百万円の獲得）となりました。これは主にソフトウエア

の取得による支出697百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は1,065百万円（前年同期は1,466百万円の使用）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出730百万円によるものであります。 

 これらの結果、当第２四半期末残高の現金及び現金同等物は7,279百万円となりました。 

  

  

 平成22年３月期通期の業績見通しにつきましては、景気動向に伴い受注環境の不透明な状況が継続するとみられ、

新規事業領域等において一段の拡販努力を続ける一方、利益確保の観点から、固定費の徹底的な圧縮等抜本的な収益

対策を講ずることにより、営業利益、経常利益、当期純利益の黒字化を目指します。なお、通期の業績予想数値は平

成21年10月23日に修正開示いたしました。 

 また、平成21年10月29日に開示いたしました「当社子会社（日本証券代行株式会社）における希望退職者募集」に

係る退職特別加算金等につきましては、現時点では最終的な応募者数等が未確定であるため、業績見通しへの影響に

つきましては確定次第発表いたします。  

  

   

 該当事項はありません。   

  

①簡便な会計処理  

・たな卸資産の評価方法  

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。    

  

・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ソフトウェア開発契約から、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契約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

の契約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、売上高は341百万円増加し、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20百

万円減少しております。 

  

  

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
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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 7,228 9,178

受取手形及び売掛金 6,832 9,186

有価証券 65 50

商品及び製品 174 183

仕掛品 2,220 1,391

原材料及び貯蔵品 116 124

繰延税金資産 688 651

その他 1,770 1,922

貸倒引当金 △20 △19

流動資産合計 19,076 22,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,932 1,485

機械装置及び運搬具（純額） 6 33

工具、器具及び備品（純額） 437 457

土地 383 383

建設仮勘定 17 246

その他（純額） 844 332

有形固定資産合計 3,621 2,937

無形固定資産   

ソフトウエア 3,126 3,168

ソフトウエア仮勘定 537 729

その他 105 105

無形固定資産合計 3,768 4,003

投資その他の資産   

投資有価証券 9,622 9,838

差入保証金 2,312 2,644

繰延税金資産 1,714 1,731

その他 431 571

貸倒引当金 △97 △85

投資その他の資産合計 13,984 14,700

固定資産合計 21,374 21,641

資産合計 40,451 44,309
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,099 2,681

短期借入金 1,370 1,419

未払法人税等 199 274

引当金 991 999

その他 3,698 4,847

流動負債合計 8,360 10,222

固定負債   

長期借入金 2,971 3,651

繰延税金負債 777 1,113

退職給付引当金 4,415 4,382

役員退職慰労引当金 214 226

負ののれん 2,755 3,450

その他 1,133 697

固定負債合計 12,268 13,522

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 6 10

特別法上の準備金合計 6 10

負債合計 20,635 23,755

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 12,213 12,213

利益剰余金 4,111 5,178

自己株式 △112 △112

株主資本合計 19,212 20,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △182 △798

評価・換算差額等合計 △182 △798

新株予約権 － 3

少数株主持分 785 1,070

純資産合計 19,815 20,554

負債純資産合計 40,451 44,309
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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 23,498 19,058

売上原価 16,667 15,845

売上総利益 6,831 3,213

販売費及び一般管理費 6,262 4,163

営業利益又は営業損失（△） 569 △950

営業外収益   

受取利息 22 7

受取配当金 179 58

負ののれん償却額 837 691

持分法による投資利益 224 －

その他 39 58

営業外収益合計 1,302 816

営業外費用   

支払利息 67 55

持分法による投資損失 － 118

その他 1 12

営業外費用合計 69 185

経常利益又は経常損失（△） 1,803 △319

特別利益   

固定資産売却益 28 －

持分変動利益 － 7

貸倒引当金戻入額 16 －

投資有価証券売却益 8 2

負ののれん取崩益 531 10

事業譲渡益 － 28

役員賞与引当金戻入額 － 6

その他 0 6

特別利益合計 585 61

特別損失   

固定資産処分損 6 6

システム移行費用 129 －

投資有価証券評価損 2,359 107

本社移転費用 － 337

その他 25 9

特別損失合計 2,521 461

税金等調整前四半期純損失（△） △132 △720

法人税等 △178 112

少数株主利益 4 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41 △838
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△） △132 △720

減価償却費 1,360 1,261

負ののれん償却額 △837 △691

投資有価証券評価損益（△は益） 2,359 107

負ののれん取崩益 △531 △10

売上債権の増減額（△は増加） 3,417 2,353

たな卸資産の増減額（△は増加） 27 △811

仕入債務の増減額（△は減少） △880 △581

販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 △188 △97

賞与引当金の増減額（△は減少） 115 74

その他 △1,632 △1,260

小計 3,078 △375

利息及び配当金の受取額 206 72

利息の支払額 △62 △58

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,623 321

営業活動によるキャッシュ・フロー 598 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,200 －

有形固定資産の取得による支出 － △654

ソフトウエアの取得による支出 △389 △697

その他 △69 507

投資活動によるキャッシュ・フロー 740 △843

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,218 △730

配当金の支払額 △227 △227

その他 △20 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466 △1,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128 △1,949

現金及び現金同等物の期首残高 10,491 9,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,363 7,279
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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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