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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 10,628 △13.5 203 △58.0 124 △72.1 3 △98.1
21年3月期第2四半期 12,292 ― 483 ― 444 ― 185 ―

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 0.24 0.25
21年3月期第2四半期 13.04 12.97

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 21,250 8,864 38.5 577.13
21年3月期 20,284 9,012 41.0 586.75

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,187百万円 21年3月期  8,324百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
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  有   

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 22,130 △12.8 620 △51.4 670 △42.6 280 △32.5 19.74



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 
 平成21年５月11日に公表いたしました業績予想を修正しました。 
 なお、業績見通し等の将来に関する記述は、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。業績予想の前提となる仮定及びその他の関連する事項については、本日公表の「第２四半期累計期間
業績予想との差異および通期業績予想の修正等に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 15,235,840株 21年3月期  15,235,840株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,048,457株 21年3月期  1,048,370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 14,187,407株 21年3月期第2四半期 14,243,760株



 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、景気刺激対策

に支えられて一部の景気指標で改善の兆しがあるものの、企業収益は依然低水準にとどまっており、さらに設備投資

も顕著な改善が見られず、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷も続いており、依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

 当社グループが所属する情報サービス産業は、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（2009年８月分確報）

によると平成21年４月から８月までの売上高が前年同期比4.2%減少しております。また、平成21年10月1日公表の日

銀短観では、ソフトウエアを含む2009年度の設備投資計画（除く土地投資額）が前年度比で13.2%減となっており、

企業のIT投資に対する姿勢はさらに厳しさを増しております。 

 このような環境下、当社グループは、継続して顧客企業とのリレーション強化や新規顧客開拓を積極的に展開いた

しました。さらに、平成21年６月の第２データセンター稼働を機に、企業の事業継続、情報セキュリティ対策やコス

ト削減といった顧客ニーズに応えるべく、ソリューション提供に一層注力してまいりましたが、顧客企業の予算削減

に伴う案件の凍結、先送りや規模縮小、取引価格の引下げ要請もあり、売上高は10,628百万円（前年同累計期間比

13.5%減）となりました。 

 利益面につきましても、システム開発の内製化による外注費の削減、情報処理サービス運用の効率化による原価低

減、販売費及び一般管理費の低減等を図りましたが、システム開発サービス（注）の売上減少により、営業利益は

203百万円（同58.0%減）、経常利益は124百万円（同72.1%減）、四半期純利益は３百万円（同98.1%減）となりまし

た。 

  

当第２四半期連結累計期間における売上区分別の売上状況は以下のとおりです。 

  

  ［情報処理サービス］ 

   データセンターサービス（コロケーション／ハウジングサービス等）や、メーリングサービスが堅調に推移

し、3,381百万円（前年同累計期間比0.7%増）となりました。 

  

  ［システム機器販売］ 

   前年同累計期間にあった石油販売業向けPOSやPCの買い替え需要が一巡し、354百万円（同16.7%減）となりま

した。 

  

  ［システム開発サービス］ 

   貸金業法の改正対応による消費者金融業向けシステム開発が引き続き好調であるものの、製造業を中心に、前

年同累計期間にあった案件の終了、企業の業績悪化による案件の凍結・先送りや規模縮小などにより6,893百

万円（同19.0%減）となりました。 

  

（注）当連結会計年度より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含めておりました

システム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソフトウエア開発」か

ら「システム開発サービス」に改めております。 

なお、前第２四半期連結累計期間における当該売上高は330百万円であり、前年同累計期間比は組替え後の数

値で算出しております。  

  

  

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

［当社グループの四半期業績特性］ 

 売上高に占める割合が高いシステム開発サービスは、売上計上基準に完成基準と進行基準（※）を採用しており

ます。その多くが完成基準となることから、完成時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半期連結会計期間に集中

する傾向があります。 

※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。  



  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は21,250百万円となり、前連結会計年度末比966百万円の増加となり

ました。その主な要因は第２データセンターの立ち上げに関わる設備投資による有形固定資産の増加等があったこと

によるものであります。  

 なお、純資産は8,864百万円となり、自己資本比率は38.5％となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況）  

  当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。  

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較し

て583百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には2,974百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、821百万円となりました。 

  これは主に、たな卸資産の増加78百万円、仕入債務の減少446百万円および法人税等の支払448百万円等により資

金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の計上127百万円、償却による資金の内部留保499百万円および売

上債権の減少1,231百万円等により資金が増加したことによるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、1,981百万円となりました。 

  これは主に、固定資産の取得による支出1,958百万円があったことによるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は1,743百万円となりました。 

  これは主に、長期借入金の返済による支出641百万円および配当金の支払による支出182百万円等があったもの

の、短期借入れによる収入1,072百万円および長期借入れによる収入1,505百万円があったことによるものでありま

す。 

  

  

 世界的な景気低迷は当面続くと見られ、第３四半期連結会計期間以降も引き続き厳しい環境が続くものと予想さ

れます。この様な環境下、第２データセンターの販売、新たな仮想化サービスの提供や新規開拓などの営業活動を

活発に行うとともに、一層のコスト低減に努め業績達成に向けグループ一丸となって邁進する所存です。 

通期業績予想につきましては、平成21年５月11日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想を修正いたしま

した。詳細につきましては、本日公表しました「第２四半期累計期間業績予想との差異および通期業績予想の修正

等に関するお知らせ」をご覧ください。また、配当につきましては、当初予想に変更はありません。 

 なお、上記の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

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。 

  

  

１．簡便な会計処理 

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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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エアに係る収益の計上基準については、従来、検収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）および「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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当

第１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発契約から、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ものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のも

のについては完成基準を適用しております。 

なお、これにより当第２四半期連結累計期間の売上高は143百万円増加し、営業利益、経常利益および税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ37百万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



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 2,974,458 2,391,003

受取手形及び売掛金 3,267,559 4,501,014

商品及び製品 8,436 12,576

仕掛品 447,815 366,513

原材料及び貯蔵品 9,676 8,100

その他 889,573 835,827

貸倒引当金 △4,771 △5,921

流動資産合計 7,592,747 8,109,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,066,180 2,559,018

土地 3,500,695 3,500,695

その他（純額） 569,313 2,550,167

有形固定資産合計 10,136,189 8,609,881

無形固定資産   

のれん 386,419 478,047

その他 802,468 760,235

無形固定資産合計 1,188,887 1,238,282

投資その他の資産   

その他 2,343,749 2,335,406

貸倒引当金 △15,055 △14,639

投資その他の資産合計 2,328,693 2,320,767

固定資産合計 13,653,771 12,168,931

繰延資産 3,877 6,205

資産合計 21,250,396 20,284,251



（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 729,762 1,176,759

短期借入金 3,809,472 2,762,392

未払法人税等 150,772 476,393

賞与引当金 479,544 605,145

関係会社整理損失引当金 － 15,902

訴訟損失引当金 － 14,864

その他 1,641,272 1,482,699

流動負債合計 6,810,824 6,534,158

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 4,023,466 3,135,182

退職給付引当金 687,457 712,696

その他 264,309 289,662

固定負債合計 5,575,232 4,737,541

負債合計 12,386,056 11,271,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,360,478 3,360,478

利益剰余金 2,242,543 2,409,317

自己株式 △604,298 △604,257

株主資本合計 8,202,717 8,369,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,787 △44,979

評価・換算差額等合計 △14,787 △44,979

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 668,410 679,998

純資産合計 8,864,339 9,012,551

負債純資産合計 21,250,396 20,284,251



（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 12,292,211 10,628,732

売上原価 9,625,021 8,416,810

売上総利益 2,667,190 2,211,921

販売費及び一般管理費 2,183,359 2,008,908

営業利益 483,830 203,013

営業外収益   

受取利息 147 80

受取配当金 7,931 6,133

助成金収入 － 33,402

持分法による投資利益 13,357 －

保険解約返戻金 7,945 －

その他 9,449 14,506

営業外収益合計 38,831 54,122

営業外費用   

支払利息 43,510 61,222

持分法による投資損失 － 38,229

その他 34,673 33,614

営業外費用合計 78,183 133,067

経常利益 444,477 124,069

特別利益   

訴訟損失引当金戻入額 － 3,864

貸倒引当金戻入額 3,059 585

固定資産売却益 554 －

特別利益合計 3,613 4,450

特別損失   

固定資産除却損 1,284 1,083

投資有価証券評価損 29,527 －

固定資産売却損 724 －

特別損失合計 31,536 1,083

税金等調整前四半期純利益 416,554 127,436

法人税等 211,189 124,525

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19,649 △565

四半期純利益 185,715 3,475



（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 416,554 127,436

減価償却費 383,669 408,332

のれん償却額 93,800 91,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,041 △370

受取利息及び受取配当金 △8,079 △6,213

支払利息 43,510 61,222

売上債権の増減額（△は増加） 433,973 1,231,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,580 △78,737

仕入債務の増減額（△は減少） △230,437 △446,997

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,476 △112,419

その他 △210,062 50,129

小計 701,783 1,325,962

利息及び配当金の受取額 7,994 6,194

利息の支払額 △44,608 △61,957

法人税等の支払額 △160,518 △448,446

営業活動によるキャッシュ・フロー 504,651 821,752

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 △497,510 △1,774,531

無形固定資産の取得による支出 △104,388 △183,760

その他 △802 △23,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △602,701 △1,981,337

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,024,000 1,072,000

長期借入れによる収入 － 1,505,000

長期借入金の返済による支出 △503,002 △641,636

社債の償還による支出 △28,000 △10,000

自己株式の売却による収入 11 －

自己株式の取得による支出 △93,573 △40

配当金の支払額 △172,391 △170,023

少数株主への配当金の支払額 △15,945 △12,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,098 1,743,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,048 583,454

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,634 2,391,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,535,683 2,974,458



 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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