
平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成21年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アドソル日進株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 3837 URL http://www.adniss.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 今藤一行

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 企画管理統括担当 （氏名） 松井秀一 TEL 03-5796-3131
四半期報告書提出予定日 平成21年11月6日 配当支払開始予定日 平成21年12月4日

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）当第２四半期累計期間において、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない為記載し
ておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,269 △21.9 7 △95.4 8 △96.9 3 △97.7

21年3月期第2四半期 4,186 ― 167 ― 267 ― 162 ―

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 2.50 ―

21年3月期第2四半期 110.92 110.49

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 2,965 1,675 56.5 1,140.40
21年3月期 3,115 1,704 54.7 1,159.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,675百万円 21年3月期  1,704百万円

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 ― 22.00 ― 22.00 44.00

22年3月期 ― 14.00

22年3月期 
（予想）

― 14.00 28.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 7,600 △5.4 210 △12.9 200 △41.0 116 △37.0 78.93
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 1,521,910株 21年3月期  1,521,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  52,286株 21年3月期  52,286株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 1,469,624株 21年3月期第2四半期 1,469,098株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、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。 
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 当第２四半期会計期間における我が国の経済は、輸出や生産が持ち直しつつあり、国内の政策効果にも支えられて

業績が改善する等、企業の景況感の改善がでてきました。 

 当社が属する情報サービス産業や当社の主要顧客においては、社会インフラや公益企業向けのシステム開発が堅調

な他、企業の固定費圧縮を狙う動きに伴う運用・保守は底堅く推移しております。 

 又、半導体製造装置の需要が回復し、液晶製造装置も引合いの一部が急回復してきております。 

 こうした中、ユーザ企業の投資抑制から値下げ要求は依然として厳しく、又、新規案件の先送りや案件の小型化を

受けて、外注費の削減に向けて子会社への優先発注や内製化の推進、不採算分野のビジネス縮小、拠点の統廃合等の

構造改革を進めております。 

 このような環境下において、事業関連では、当社顧客の受注不振に伴い発注量が減少する一方で、開発コストを抑

制する要請が続いております。 

 当社では、ビジネス事業及びエンジニアリング事業においては、重要顧客に集中的にアプローチし、コア・パート

ナの位置を６社において確保しました。 

 今後、顧客はコア・パートナへの発注を集中する方向にあります。 

 又、顧客・取引先との営業連携を強化すると共に、共同開発に向けた取組みを強化しました。 

 ユビキタス事業においては、ＲＦＩＤの応用製品や、ＺｉｇＢｅｅを利用したセンサ・ネットワーク製品の試作

機、実験機の共同開発に取組みました。 

 組織関連では、プロジェクトの採算性向上策として、内製化の推進による外注加工費の抑制、並びにオフィスコス

トと旅費を中心に開発コストの抑制に取組みました。 

 しかしながら、売上総利益率は、当第２四半期会計期間では21.2％と前第２四半期会計期間に比べ1.3ポイントの

悪化、当第２四半期累計期間では19.0％と前年同期に比べ3.7ポイントの悪化となりました。 

 財務関連においては、販売費及び一般管理費の圧縮策を推進し、当第２四半期会計期間は前年同期比79百万円を削

減し、当第２四半期累計期間では前年同期比169百万円を削減することができました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は1,699百万円と前年同期比22.1％の減収となり、営業利益は65百万

円と前年同期比44.2％の減益、経常利益は65百万円と前年同期比43.0％の減益、四半期純利益は64百万円と前年同期

比9.0％の減益となりました。 

 又、当第２四半期累計期間の売上高は3,269百万円と前年同期比21.9％の減収となり、営業利益は７百万円と前年

同期比95.4％の減益、経常利益は８百万円と前年同期比96.9％の減益、四半期純利益は３百万円と前年同期比97.7％

の減益となりました。 

 株主還元策としては、当第２四半期末配当は１株当たり配当金14.00円を実施いたします。 

  

事業別の状況は、次の通りであります。 

①ビジネス事業においては、次の重点施策に取組みました。 

 受注チャネルを拡大・強化して地銀向け業務を開拓すると共に、提案領域を広げることで、公益企業、合併・統合

企業（信販・保険会社等）からの需要獲得を狙った施策を展開しました。 

 具体的には、地銀向け営業店システムの受注チャネル拡大を図り、安定受注に繋げました。 

 又、ＳＩ協力企業２社との連携強化に関連して、帳票ソリューションの「ＡＰＴＯＳ」開発に取組みました。 

 公益企業であるガス会社２社、電力会社向け業務の大型化への対応を図りました。 

 更に、エンド・ユーザ対応として、海外オフショア発注を前提としたコスト低減提案を行いました。 

 しかしながら、受注状況としては、大手銀行・信託銀行向け大型統合案件が前事業年度末迄に終息した影響を受け

て大きく減少しております。 

 一方、凍結されていた大手銀行の新規案件が小規模ながら立上がり始めた他、信販向けカード３社統合業務や新カ

ードホスト基盤対応も遅れながらも立上がりました。 

 更に、地方銀行向け営業店システムは一部立上がりが遅れたものの顧客メーカ２社を通じて安定受注しました。 

 帳票ソリューションにおいてＳＩ協力企業２社との営業連携が奏功しての引合いが増加しており、又、ガス会社２

社向け基幹システム構築、及び電力会社向け基幹システム再構築は、要件定義・設計工程中心に業務を進めており、

今後、順次開発工程に移行していきます。 

 こうしたことから、当第２四半期会計期間のビジネス事業の売上高は、791百万円と前年同期比69.0％となりまし

た。 

 又、当第２四半期会計期間末におけるビジネス事業の受注残高は、570百万円と前年同期比67.0％となりました。 

  

②エンジニアリング事業においては、次の重点施策に取組みました。 

 技術・ノウハウを高めた領域に関わる業務に関し複数のメーカに対しても積極的に提案活動を展開しました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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 具体的には、次期通信規格によるインフラ開発の拡大に取組みました。 

 又、公共向け防災関連において顧客と連携して受注獲得に取組みました。 

 更に、携帯電話の新プラットフォームでの本格開発に向けた体制強化に取組みました。 

 この結果、受注状況としては、一部の顧客において業務量の減少が継続していますが、プレゼンスの示せている主

要顧客では、業務量が増加傾向にあります。 

 又、公共向けの航空、防災関連は継続受注できております。 

 自動車向けでは、車載マルチメディア開発は顧客の開発予算削減で縮小したものの、先行技術開発に参画できまし

た。 

 尚、半導体洗浄装置開発は、顧客の受注に回復の兆しがありますが、開発体制は縮小した状態で継続しておりま

す。 

 携帯電話関連は、全体的に業務量の減少傾向にある中、主要パートナの位置付けとして他社分の引取り等で、一定

受注量の確保を図っております。 

 こうしたことから、当第２四半期会計期間のエンジニアリング事業の売上高は、900百万円と前年同期比88.1％と

なりました。 

 又、当第２四半期会計期間末におけるエンジニアリング事業の受注残高は、723百万円と前年同期比75.5％となり

ました。 

  

③ユビキタス事業においては、製品販路の拡大として、販売代理先を３社に増加させましたが、大きな需要には繋が

っていません。 

 又、ＲＦＩＤを利用したシステム化は、医療施設向けセキュリティシステムの開発に取組み、実環境試験を実施し

ております。 

 又、事務機器メーカ向け「オフィス・セキュリティ・システム」は、開発を終え量産準備をしております。 

 しかし、全般的には、試作機の共同開発、製品の実環境試験の工程にあり、大きな受注、売上に繋がっておりませ

ん。 

 こうしたことから、当第２四半期会計期間のユビキタス事業の売上高は、６百万円と前年同期比54.3％となりまし

た。 

 又、当第２四半期会計期間末におけるユビキタス事業の受注残高は、３百万円と前年同期比9.4％となりました。 

  

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末における貸借対照表の「資産合計」は、2,965百万円と前事業年度末に比べ149百万円減少

となりました。 

 その内訳として、「流動資産」は、1,879百万円と前事業年度末に比べ84百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、売掛金等の回収により現金及び預金が211百万円増加した一方で、売上高の減収により受

取手形及び売掛金が267百万円減少しております。 

 「固定資産」は、1,085百万円と前事業年度末に比べ65百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、減価償却並びに別館設備の除却により有形固定資産が22百万円減少、又、減価償却により

無形固定資産が８百万円減少、更に、別館敷金の解約により投資その他の資産が34百万円減少したことによります。

 一方、「流動負債」は、678百万円と前事業年度末に比べ138百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、外注加工費が減少したことにより買掛金が103百万円減少した他、賞与引当金が48百万円

減少したことによります。 

 「固定負債」は、610百万円と前事業年度末に比べ16百万円増加しました。 

 主な変動要因としては、退職給付引当金が８百万円増加した他、役員退職慰労引当金が６百万円増加したことによ

ります。 

 これにより「負債合計」は1,289百万円と前事業年度末に比べ121百万円減少しました。 

 「純資産」は、1,675百万円と前事業年度末に比べ28百万円の減少となりました。 

 主な変動要因としては、利益剰余金が28百万円減少したことによります。 

 以上の結果、「自己資本比率」は、56.5％と前事業年度末に対して1.8ポイント改善しております。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物は、第１四半期末に比べ226百万円減少（前年同期は193百万円

減少）し、当第２四半期末には252百万円（前年同期は293百万円）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報
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 当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、第１四半期末に比べ245百万円の減少（前年同期は151百万円の減少）

となりました。 

 この主な要因としては、売上債権の増加により184百万円減少、未払消費税等の減少により12百万円減少、仕入債

務の減少により９百万円減少したこと等によります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、第１四半期末に比べ29百万円の増加（前年同期は10百万円の減少）と

なりました。 

 この主な要因としては、敷金及び保証金の回収により37百万円増加したこと等によります。 

 以上により、フリー・キャッシュ・フローは、215百万円減少（前年同期は162百万円減少）となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、第１四半期末に比べ10百万円の減少（前年同期は30百万円の減少）と

なりました。 

この主な要因としては、配当金の支払いにより６百万円減少したこと等によります。 

  

  

 平成22年３月期第３四半期以降の事業環境の見通しですが、当社では、日銀短観や機械受注統計等から、平成22年

度の設備投資計画は、生産が持ち直したとはいえ、企業は慎重な態度を崩しておらず、企業収益の回復見通しがたた

ないと設備投資の増加は難しいと予想されることから、企業の投資意欲が動きだすには時間がかかると見ています。

 情報サービス産業や当社の主要顧客の状況を見ると、全体として当第２四半期累計期間と大きな変化はないものと

想定しておりますが、一部には、コスト削減、生産設備削減、ＣＯ２削減を経営課題として掲げて、開発・生産拠点

の再編、子会社の整理・統合に加えて、同業との業務・資本提携や、既存需要への対応策を進める一方で、新たな需

要を開拓する為に投資計画を見直し、高機能や高付加価値の製品・サービス開発に向けて投資を集約させる動きも見

受けられます。 

 当社としては、こうした動きを見逃さずに対応して参りたいと考えております。 

 このような見通しの中で、当社は次の重点施策に取組みます。 

 事業戦略としては、ビジネス事業並びにエンジニアリング事業においては、新規案件が減少傾向にある中で、運

用・保守業務へ積極的な参画を図り、業務量の安定確保を狙うと共に、担当マネージャと営業担当の連携により、顧

客対応、現場力を強化して積極的に業務提案を推進します。 

 又、顧客におけるプレゼンス向上により、新規案件の優先受注と他社分の業務引取りを推進し、顧客内シェアを高

めて参ります。 

 更に、ユビキタス事業は、商品化を加速させる一方で、価格の低減を図り、量産機としての市場投入を促進しま

す。 

 組織戦略としては、海外オフショア開発を前提とした案件の増加（１→４件）に対応する為、ブリッジＳＥの育

成・拡大を図り開発体制を強化すると共に開発コストを低減します。 

 又、大型案件の受注増加が見込みにくいことから、中小規模のプロジェクトにおける工程管理と採算管理をより一

層強化して、低採算案件の発生防止に努め、利益の安定確保を狙います。 

 財務戦略としては、イベント毎に投入費用対効果測定を徹底し、削減対象の拡大とコスト効率を高めると共に、在

庫水準の抑制と資金回収期間の短縮化によりキャッシュ・フローの改善を図ります。 

 株主還元策として、配当性向を30％以上を目処として、配当は、中間に14.00円、期末に14.00円を予定しておりま

す。 

 以上のことから、平成22年３月期の通期業績は、重点施策の展開により、当第２四半期会計期間での回復基調を増

幅させて、当第３四半期以降としては売上・利益共に前年同期比で上回ると見ており、期初予想通りを見込んでおり

ます。 

 これにより、売上高は、7,600百万円と前年同期比5.4％の減収となる見通しであります。  

 営業利益は、210百万円と前年同期比12.9％の減益となる見通しであります。 

 当第３四半期以降は、内製化を推進して社員稼働率の引上げとオフショア開発を拡大させることにより外注加工費

を抑制する他、オフィスコスト及び出張旅費等のコスト削減により原価率の改善に取組みます。  

  

 販売管理費は、新製品開発に向けた先行投資や、技術力・マネジメント力向上の為の教育研修費の発生が見込まれ

ますが、当第２四半期累計期間に引続いてコスト全般の削減に取組みます。 

 経常利益は、200百万円と前年同期比41.0％の減益となる見通しであります。 

 営業外収支は、前年の特殊要因による収入がなくなる他は、増減はないと見ております。 

 当期純利益は、116百万円と前年同期比37.0％の減益を見込んでおります。 

 尚、特別利益・損失につきましては、特段の発生を見込んでおりません。 

３．業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業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場合に、前事業年度末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しており

ます。 

２．棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法を採用しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して、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り、簿価切

下げを行う方法を採用しております 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

採用しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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場合に、前事業年度決算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を採用しております。 

  

①．会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

 請負工事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１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間

に着手した工事契約から、当第２四半期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工事に

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、その他の工事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２四半期累計期間の売上高は130,336千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益は、それぞれ27,912千円増加しております。 

  

②．表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）の適用に伴い、前第２四半期会計期間において、「原材料」（32,451千円）と流動資産の

「その他」に含めていた「貯蔵品」（1,856千円）は、当第２四半期会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括し

て掲記しております。 

 尚、当第２四半期会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ23,084千円、1,455千円でありま

す。 

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 252,446 40,507

受取手形及び売掛金 1,164,970 1,432,142

商品及び製品 66,163 67,381

仕掛品 175,368 191,180

原材料及び貯蔵品 24,540 34,462

その他 199,031 202,296

貸倒引当金 △3,145 △3,866

流動資産合計 1,879,375 1,964,104

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 202,637 225,027

有形固定資産合計 573,806 596,196

無形固定資産 32,413 40,683

投資その他の資産 479,523 514,129

固定資産合計 1,085,742 1,151,009

資産合計 2,965,118 3,115,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 213,715 317,229

未払金 89,926 97,802

未払法人税等 8,638 8,155

賞与引当金 240,600 289,500

その他 125,806 104,031

流動負債合計 678,688 816,718

固定負債   

退職給付引当金 544,747 536,653

役員退職慰労引当金 61,070 54,670

その他 4,644 2,448

固定負債合計 610,462 593,771

負債合計 1,289,151 1,410,490
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 1,042,065 1,070,721

自己株式 △70,610 △70,610

株主資本合計 1,675,967 1,704,623

純資産合計 1,675,967 1,704,623

負債純資産合計 2,965,118 3,115,113
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 4,186,348 3,269,606

売上原価 3,237,395 2,649,836

売上総利益 948,953 619,769

販売費及び一般管理費 781,722 612,052

営業利益 167,230 7,717

営業外収益   

受取利息 64 25

有価証券利息 39 －

受取保険金 101,513 －

保険事務手数料 1,241 －

保険取扱手数料 － 1,249

雑収入 3,146 3,240

営業外収益合計 106,005 4,514

営業外費用   

支払利息 371 94

売上債権売却損 3,343 2,348

コミットメントフィー 1,252 1,495

雑損失 － 58

その他 528 －

営業外費用合計 5,495 3,996

経常利益 267,740 8,235

特別利益   

投資有価証券売却益 547 －

貸倒引当金戻入額 298 721

特別利益合計 845 721

特別損失   

投資有価証券評価損 4,404 304

固定資産除却損 － 166

保険積立金解約損 － 3,593

特別損失合計 4,404 4,065

税引前四半期純利益 264,182 4,891

法人税等 101,228 1,215

四半期純利益 162,953 3,675
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(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 2,182,510 1,699,489

売上原価 1,692,094 1,339,687

売上総利益 490,416 359,801

販売費及び一般管理費 373,720 294,654

営業利益 116,695 65,147

営業外収益   

受取利息 40 12

保険事務手数料 632 －

保険取扱手数料 － 620

雑収入 740 1,958

その他 64 －

営業外収益合計 1,478 2,591

営業外費用   

支払利息 211 －

売上債権売却損 1,432 1,005

コミットメントフィー 651 745

その他 48 －

営業外費用合計 2,342 1,750

経常利益 115,830 65,988

特別損失   

貸倒引当金繰入額 572 497

固定資産除却損 － 5

特別損失合計 572 502

税引前四半期純利益 115,258 65,485

法人税等 43,997 609

四半期純利益 71,260 64,876
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 264,182 4,891

減価償却費 19,710 35,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） △298 △721

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,930 △48,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,391 8,094

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,220 6,400

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,989 －

受取利息及び受取配当金 △104 △25

受取保険金 △101,513 －

支払利息 371 94

有形固定資産除却損 － 166

投資有価証券売却損益（△は益） △547 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,404 304

保険解約損益（△は益） － 3,593

売上債権の増減額（△は増加） 110,550 267,171

たな卸資産の増減額（△は増加） △135,780 26,952

前払費用の増減額（△は増加） △13,066 381

仕入債務の増減額（△は減少） 48,948 △103,513

前受金の増減額（△は減少） △6,424 9,301

未払消費税等の増減額（△は減少） 715 12,700

その他 △58,518 △752

小計 135,721 222,005

利息及び配当金の受取額 155 16

利息の支払額 △222 △94

法人税等の支払額 △122,012 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － 692

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,641 222,619

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 △7,883 △5,664

無形固定資産の取得による支出 △1,635 －

投資有価証券の売却による収入 90,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 37,521

保険積立金の解約による収入 － 6,854

保険積立金の払戻による収入 150,321 －

その他 △16,347 △13,374

投資活動によるキャッシュ・フロー 214,454 25,337
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △25,000 －

長期借入金の返済による支出 △44,000 －

株式の発行による収入 486 －

配当金の支払額 △26,421 △32,227

自己株式の取得による支出 △56,386 －

その他 △3,154 △3,789

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,475 △36,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73,620 211,938

現金及び現金同等物の期首残高 220,282 40,507

現金及び現金同等物の四半期末残高 293,903 252,446
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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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受注及び販売の状況  

 (1）受注状況 

当第２四半期会計期間の受注状況を事業・分野別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．上記金額は実際受注額であり、消費税等は含まれておりません。 

    ２．第１四半期会計期間からユビキタス関連業務については、組込み分野からユビキタス事業に分類を変更した

為、前年同期比較に当たっては、前第２四半期会計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

 (2）販売実績 

当第２四半期会計期間の販売実績を事業・分野別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．上記金額は販売金額であり、消費税等は含まれておりません。 

    ２．第１四半期会計期間からユビキタス関連業務については、組込み分野からユビキタス事業に分類を変更した

為、前年同期比較に当たっては、前第２四半期会計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

  

６．その他の情報

事 業 分  野 
受注高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

受注残高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

 ビジネス      834,613  83.0    570,989  67.0 

   インフォメーション 570,921 104.5  379,252 72.4 

   金融 263,692 57.4  191,736 58.3 

 エンジニアリング   757,671 76.2  723,915 75.5 

   通信 133,387 57.0  204,592 93.0 

   制御 278,842 72.0  227,897 52.6 

   組込み 345,441 92.8  291,425 95.3 

 ユビキタス   9,787 22.0  3,011 9.4  

合計 1,602,072 78.4  1,297,916 70.4 

事 業 分   野 
当第２四半期会計期間 

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前年同期比

（％） 

 ビジネス   （千円）  791,961 69.0 

  
 インフォメーション （千円）  518,729 80.9 

 金融 （千円）  273,231 54.0 

 エンジニアリング   （千円）  900,751 88.1 

  

 通信 （千円）  225,007 111.5 

 制御 （千円）  266,417 71.7 

 組込み （千円）  409,326 91.0 

 ユビキタス （千円）  6,775 54.3 

合計 （千円）  1,699,489 77.9 
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