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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 2,857 △13.4 114 △32.9 117 △32.6 66 △28.0
21年3月期第2四半期 3,298 ― 171 ― 174 ― 92 ―

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 32.48 ―
21年3月期第2四半期 45.11 ―

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 2,561 1,810 70.7 887.60
21年3月期 2,668 1,772 66.4 869.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,810百万円 21年3月期  1,772百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 10.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 20.00

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 6,000 △10.3 200 △32.7 209 △30.6 120 △23.6 58.83
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 

(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） 

(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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素等の要因により、実際 
の業績は記載見通しとは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 無
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 2,040,000株 21年3月期  2,040,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  62株 21年3月期  62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 2,039,938株 21年3月期第2四半期 2,039,960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、一部に景気回復の兆しがみられるものの、雇用情勢の悪化

や先行き不透明感から個人消費や企業の設備投資が低迷を続け、全般に厳しい状況が続いております。 

 情報サービス産業におきましても、引続き企業における情報化投資を抑制する動きが強く、予定案件の先送りや

料金の見直し等の要請が一段と加速する等の厳しい事業環境にあります。 

 このようななかで、当社グループはサービスの高付加価値化を目指すとともに、各種経費の見直し・削減に努

め、厳しい状況を乗り越えるべく対応を進めて参りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は 千円となり、営業利益は

千円、経常利益は 千円、四半期純利益は 千円となりました。   

  

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ

106,741千円の減少となりました。 

 流動資産は、94,284千円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金が93,118千円減少したこと、繰延

税金資産が8,000千円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、12,456千円の減少となりました。これは主にのれんが償却により6,830千円減少したこと、投資有価

証券が17,657千円減少したこと、繰延税金資産が8,694千円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ144,603千円の減少となりました。 

 流動負債は、152,395千円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が67,874千円減少したこと、未払

法人税等が32,598千円減少したこと、賞与引当金が14,302千円減少したことによるものであります。 

 固定負債は、7,792千円の増加となりました。これは退職給付引当金が7,792千円増加したことによるものであり

ます。 

 純資産につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ37,861千円の増加となりました。 

これは利益剰余金が45,863千円増加したこと、その他有価証券評価差額金が8,001千円減少したことによるものであ

ります。  

  

 平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から通期業績の修正は行っておりません。   

  

 該当事項はありません。    

  

簡便な会計処理 

1.一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

2.棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

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

2,857,972 114,738

117,275 66,262

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,561,797

751,144

1,810,652

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
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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 1,210,390 1,207,034

受取手形及び売掛金 617,593 710,711

商品 5,910 1,168

仕掛品 7,066 3,945

繰延税金資産 74,424 82,425

その他 19,074 23,687

貸倒引当金 △1,334 △1,563

流動資産合計 1,933,123 2,027,408

固定資産   

有形固定資産 19,076 21,354

無形固定資産   

のれん 40,982 47,812

その他 25,150 30,102

無形固定資産合計 66,132 77,915

投資その他の資産   

投資有価証券 273,514 291,171

繰延税金資産 109,597 100,903

その他 163,253 152,826

貸倒引当金 △2,901 △3,041

投資その他の資産合計 543,463 541,859

固定資産合計 628,673 641,129

資産合計 2,561,797 2,668,538

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 172,535 240,409

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 55,231 87,829

賞与引当金 129,004 143,306

その他 130,205 167,825

流動負債合計 536,976 689,371

固定負債   

退職給付引当金 184,328 176,536

長期未払金 29,840 29,840

固定負債合計 214,168 206,376

負債合計 751,144 895,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,250 512,250

資本剰余金 209,700 209,700

利益剰余金 1,126,863 1,081,000

自己株式 △40 △40

株主資本合計 1,848,773 1,802,909

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,120 △30,119

評価・換算差額等合計 △38,120 △30,119

純資産合計 1,810,652 1,772,790

負債純資産合計 2,561,797 2,668,538
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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 3,298,530 2,857,972

売上原価 2,831,721 2,466,216

売上総利益 466,808 391,755

販売費及び一般管理費 295,777 277,017

営業利益 171,031 114,738

営業外収益   

受取利息 839 757

有価証券利息 464 10

受取配当金 1,681 1,970

その他 1,068 574

営業外収益合計 4,054 3,312

営業外費用   

支払利息 892 652

雑損失 133 122

営業外費用合計 1,026 774

経常利益 174,058 117,275

特別利益   

保険解約返戻金 － 8,274

貸倒引当金戻入額 56 368

特別利益合計 56 8,642

特別損失   

投資有価証券評価損 10,653 4,165

会員権売却損 － 900

特別損失合計 10,653 5,065

税金等調整前四半期純利益 163,462 120,852

法人税、住民税及び事業税 74,305 49,793

法人税等調整額 △2,862 4,796

法人税等合計 71,442 54,589

四半期純利益 92,019 66,262
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 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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  （重要な後発事象）  

 当社は、平成21年10月16日開催の取締役会において、株式会社イーウェーヴ（以下「イーウェーヴ」という。）

との合併に関する基本合意書を締結することを決議し、同日付で同基本合意書を締結いたしました。 

  

（１）合併の目的 

 当社およびイーウェーヴが属する情報サービス産業は、景気の先行き不透明感をうけ、企業における情報化

投資抑制の動きが強く、また予定案件の先送りや料金見直しの要請が一段と加速する等の厳しい事業環境にあ

りますが、一方先進的な情報技術（ＩＴ）を活用したシステムの整備・構築のニーズは、依然として高水準の

まま推移していることから、斯かる状況を踏まえて、今後、如何に的確な対応を図り難局を打開していくか

が、個々の企業に課せられた緊要なテーマとなっております。 

 当社とイーウェーヴは、ともに独立系の情報サービス企業として成長して参りました。当社は、情報サービ

ス（ソフトウェア開発、システム運用管理）およびソリューション（インフラ構築、商品販売等）事業を展開

し、特に基幹系ソリューションを強みとしており、また、金融系の業務分野に豊富な経験と高い技術力を有

し、かつ大口先を中心とした継続的な取引に大きな特徴があります。一方イーウェーヴは、システム開発の分

野において、Web、ERP、CAE、アウトソーシング等の各ソリューションを中心にソフトウェア開発事業を展開し

ており、多岐にわたる業務分野と幅広い取引先基盤を有しているのが大きな特徴であります。 

 このような状況のもとで、今般、当社とイーウェーヴは、両社が対等な立場で合併することによって、保有

する経営資源、取引先基盤、蓄積技術等を統合し、あらたな会社をスタートさせるという発想のもとに、一体

となってより高品質なサービスの提供に努めるとともに、企業価値を最大化するための経営改革を強力に進

め、今後に向けた持続的な成長と更なる企業基盤の充実を図ることにより、市場シェアを拡大し、当業界にお

ける位置づけを確たるものにすることを目指すことが重要との判断に至りました。 

 本合併において、当社とイーウェーヴがそれぞれを候補として選択したのは、トップ相互の信頼関係が構築

できると考えたこと、具体的に展開する業務や取引先に重複する部分がなく、他の候補に比べ、最も相乗効果

が見込めると判断したためであり、生き残りのための救済型ではなく、補完性の高い得意分野を持つもの同士

であることが、その主たる理由であります。 

 また両社で検討の結果、創業からの歴史が長いこと、マーケットの大きい東京に本社があり、強固な基盤を

有していること等を勘案し、当社を存続会社といたしました。 

 今般の統合の方法につきましては、統合効果を最大化すること、目的のスムーズな実現を図ること等の観点

を考慮し、資本提携や業務提携、或いは共同持株会社方式等ではなく、合併によることが最良と判断いたしま

した。前記のとおり、当社とイーウェーヴは、具体的に展開する業務や取引先に重複する部分がないことか

ら、両社を一体化することにより、更に大きな相乗効果をあげることが可能と考えております。合併後の新会

社は、両社の強みに加え、相乗効果と補完機能により、取引先の情報化ニーズを一貫して解決できる企業とな

ることを目標に、これまでの経営資源、技術ノウハウ等を活かしつつ、企業価値の更なる向上を目指し、対等

の精神をもって事業運営を行い、両社株主の期待に応えて参る所存であります。 

  

（２）合併の要旨 

①合併の日程  

  合併基本合意書承認取締役会（両社）     平成21年10月16日 

合併基本合意書締結             平成21年10月16日 

合併承認臨時株主総会基準日設定公告（両社） 平成21年11月13日（予定） 

合併契約書承認取締役会（両社）       平成21年11月30日（予定） 

合併契約書締結               平成21年11月30日（予定） 

合併承認臨時株主総会基準日（両社）     平成21年11月30日（予定） 

合併契約書承認臨時株主総会（両社）     平成22年２月15日（予定） 

合併期日（効力発生日）           平成22年４月１日（予定） 

商号変更日                 平成22年４月１日（予定） 

合併登記                  平成22年４月上旬（予定） 

なお、今後、合併手続きを進めるなかで合併の実行に支障をきたす重大な事由が生じたときは、両社

協議のうえ日程、手続き、条件等を変更する場合があります。 

②合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、イーウェーヴは解散いたします。 

６．その他の情報
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③合併比率 

       別途両社で協議のうえ、平成21年11月30日に予定する合併契約書締結までに決定いたします。 

④消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

       別途両社で協議のうえ、平成21年11月30日に予定する合併契約書締結までに方針を決定いたします。 

⑤その他 

       合併に関するその他詳細については、今後両社で協議のうえ、決定いたします。 

  

（３）合併当事会社の概要 

平成21年３月31日現在

なお、株式会社イーウェーヴは、連結子会社でありました株式会社イービックスと平成21年５月１日付で合併

をいたしましたので、現在、連結子会社はありません。 

⑯ 最近３年間の業績 

                                  （単位：千円） 

① 商 号 株式会社イーウェーヴ 

② 主な事業内容 
システム開発（Web、ERP、CAE、アウトソーシング等の各ソリューション）およびシ

ステム機器販売 

③ 設立年月日 昭和63年８月１日 

④ 本店所在地 大阪市中央区安土町一丁目８番15号 

⑤ 代表者 
代表取締役社長 

滝澤 正盛 

⑥ 資本金の額 711,337千円（連結） 

⑦ 発行済株式総数 24,530株 

⑧ 純資産 2,041,583千円（連結） 

⑨ 総資産 4,177,172千円（連結） 

⑩ 事業年度の末日 ３月31日 

⑪ 従業員数 611名（連結） 

⑫ 主要取引先 

住商情報システム㈱ 

富士ゼロックス㈱ 

㈱ＮＴＴデータ関西 

⑬ 大株主および持株比率 

滝澤 正盛       14.95% 

住商情報システム㈱   10.19% 

㈲フライト        7.09% 

⑭ 主要取引銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱みずほ銀行 

⑮ 当事会社間の関係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

  株式会社イーウェーヴ（連結） 

 決算期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

 売上高 8,582,669 8,681,828 8,063,901 

 営業利益 467,231 619,044 341,864 

 経常利益 471,642 622,611 338,932 

 当期純利益 246,031 269,209 66,105 

 純資産 1,885,205 2,062,974 2,041,583 

 総資産 3,934,809 3,866,340 4,177,172 

 １株当たり当期純利益（円） 10,539.71 11,431.26 2,807.04 

 １株当たり配当金（円） 2,800 3,500 3,500 

 １株当たり純資産（円） 79,751.20 86,667.66 85,466.28 
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（４）合併後の状況 

    なお、現時点の予定であり、変更となる可能性があります。 

  

① 商 号 
別途両社で協議のうえ、平成21年11月30日に予定する合併契約書締結までに

決定いたします。 

② 主な事業内容 ソフトウェア開発、システム運用管理およびシステム機器販売 

③ 本店所在地 東京都豊島区西池袋三丁目27番12号 

④ 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長   滝澤 正盛 

代表取締役副社長  長澤 信吾 

⑤ 資本金の額 未定（確定次第お知らせいたします） 

⑥ 純資産 未定（確定次第お知らせいたします） 

⑦ 総資産 未定（確定次第お知らせいたします） 

⑧ 事業年度の末日 ３月31日 

⑨ 会計処理の概要 未定（確定次第お知らせいたします） 

⑩ 業績に与える影響 

本合併の合併期日は、平成22年４月１日であるため、平成23年3月期の業績

に大きな影響を与えることとなりますが、当該合併による相乗効果も含めた

業績予想につきましては、現在検討中です。 
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