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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） 

平成21年４月１日付で株式会社ソアーシステムの子会社化を実施したことに伴い、当第１四半期連結会計期間より連結決算の開示を行っております。 

(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 890 ― △86 ― △65 ― △59 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △207.79 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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 1,910 1,779 93.2 6,195.15
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,779百万円 21年3月期  ―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  有  
 

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 ― 80.00 80.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 1,900 △8.6 △44 ― 3 ― △43 ― △152.60



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）  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。 

(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 

・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。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なることがあります。 

新規 1社 （社名 株式会社ソアーシステム ） 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 304,023株 21年3月期  304,023株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  16,749株 21年3月期  16,749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 287,274株 21年3月期第2四半期 296,189株



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国の経済は、米国

のサブプライム問題に端を発した金融危機が実体経済にも波及し、外需の減速と内需の停滞及び円高な

どが加わり収益環境の悪化が続く中、半導体市場やＩＴ関連市場におきましても、開発投資及び設備投

資の抑制、生産調整等厳しい状況が続いております。 

このような環境下で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は８億90百万円となりまし

た。これは、主要顧客の開発投資抑制により受注が減少したことによるものであります。損益につきま

しては、売上高が減少したことにより、その対策として固定費削減のため一時帰休の実施を始めとし、

各種の経費削減に取り組みましたが、営業損失は86百万円、経常損失は65百万円、四半期純損失は59百

万円となりました。また、第２四半期連結累計期間末（平成21年９月30日現在）の受注残高は３億62百

万円となっております。 

なお、当社は平成21年４月１日付で株式会社ソアーシステムの子会社化を実施したことに伴い、第１

四半期連結会計期間より連結決算の開示を行っております。 

  

事業の種類別セグメントの状況は、次の通りであります。 

  

〔ＬＳＩ開発事業〕 

 売上高は５億94百万円、営業損失は81百万円となりました。これは、主要顧客における開発投資抑制

の影響を受け、ＬＳＩテスターに係る業務が減少したことによるものであります。 

  

〔システム開発事業〕 

  売上高は３億９百万円、営業損失４百万円となりました。これは、株式会社ソアーシステム子会社

化の効果もあり、組込系ソフトウェア開発及びアプリケーションソフトウェア開発等の受注が増加した

一方で、主要顧客における開発投資抑制の影響を受け、センサー用システムの受注が減少したことによ

るものであります。 

  

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末における総資産は19億10百万円となりました。なお、流動資産は13億15

百万円、固定資産は５億95百万円であります。  

 流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金３億１百万円、受取手形及び売掛金５億69百万

円、仕掛品42百万円であります。  

 固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産１億92百万円、無形固定資産２億55百万円、投

資その他の資産１億46百万円であります。 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末における負債は１億30百万円となりました。なお、流動負債は１億15百

万円、固定負債は15百万円であります。  

 流動負債の主な内容といたしましては、買掛金12百万円、受注損失引当金４百万円であります。固定

負債の内容といたしましては、長期未払金15百万円であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は17億79百万円となりました。 

・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



（自己資本比率） 

当第２四半期連結累計期間末における自己資本比率は93.2％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、６億１百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因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） 

営業活動により使用した資金は、６億14百万円となりました。これは主に、増加要因として、減価償

却費61百万円等があったものの、税引前当期純損失の計上57百万円、賞与引当金の減少１億19百万円、

未払金の減少３億16百万円等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は、１億17百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出26百万円があったものの、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入77百万円、有形固

定資産の売却による収入８百万円等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） 

財務活動で得られた資金は、27百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払額22百万円があ

ったものの、短期の借入50百万円等があったことによるものであります。 

  

業績予想については、「業績予想、配当予想の修正に関するお知らせ」（平成21年11月２日開示）によ

り公表致しました予想に変更はありません。 

  

株式会社ソアーシステムは、株式取得により新たに子会社となったため、第１四半期連結会計期間か

ら連結の範囲に含めております。 

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。 

当連結会計年度が第１期となるため、該当事項はありません。 

  

  

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



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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 301,281

受取手形及び売掛金（純額） 569,466

有価証券 300,618

仕掛品 42,456

原材料及び貯蔵品 194

その他 101,503

流動資産合計 1,315,520

固定資産  

有形固定資産 192,693

無形固定資産  

のれん 152,902

その他 102,560

無形固定資産合計 255,462

投資その他の資産 146,893

固定資産合計 595,048

資産合計 1,910,569

負債の部  

流動負債  

買掛金 12,335

短期借入金 50,000

未払法人税等 2,654

受注損失引当金 4,662

その他 45,908

流動負債合計 115,561

固定負債  

長期未払金 15,300

固定負債合計 15,300

負債合計 130,861

純資産の部  

株主資本  

資本金 389,776

資本剰余金 339,662

利益剰余金 1,133,250

自己株式 △82,980

株主資本合計 1,779,707

純資産合計 1,779,707

負債純資産合計 1,910,569



(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)

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 890,453

売上原価 591,225

売上総利益 299,227

販売費及び一般管理費 385,913

営業損失（△） △86,685

営業外収益  

受取利息 535

受取保険料 14,850

助成金収入 2,914

その他 2,719

営業外収益合計 21,019

営業外費用  

支払利息 18

雑損失 98

営業外費用合計 117

経常損失（△） △65,782

特別利益  

固定資産売却益 8,571

特別利益合計 8,571

特別損失  

固定資産除却損 99

特別損失合計 99

税金等調整前四半期純損失（△） △57,310

法人税、住民税及び事業税 △241

法人税等調整額 2,623

法人税等合計 2,381

四半期純損失（△） △59,692



【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

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 483,127

売上原価 301,590

売上総利益 181,537

販売費及び一般管理費 174,006

営業利益 7,530

営業外収益  

受取利息 227

受取保険料 14,850

助成金収入 2,914

その他 1,488

営業外収益合計 19,480

営業外費用  

支払利息 18

雑損失 0

営業外費用合計 19

経常利益 26,991

特別利益  

固定資産売却益 8,571

特別利益合計 8,571

特別損失  

固定資産除却損 63

特別損失合計 63

税金等調整前四半期純利益 35,499

法人税、住民税及び事業税 △584

法人税等調整額 69,681

法人税等合計 69,097

四半期純損失（△） △33,597



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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（△） △57,310

減価償却費 61,698

のれん償却額 16,989

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,214

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,187

受取利息 △535

固定資産売却損益（△は益） △8,571

固定資産除却損 99

売上債権の増減額（△は増加） △20,226

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,063

仕入債務の増減額（△は減少） 4,576

未払金の増減額（△は減少） △316,670

その他 △105,246

小計 △527,161

利息及び配当金の受取額 2,869

法人税等の支払額 △90,514

営業活動によるキャッシュ・フロー △614,806

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 20,123

有形固定資産の取得による支出 △26,521

有形固定資産の売却による収入 8,571

無形固定資産の取得による支出 △870

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

77,337

その他 38,457

投資活動によるキャッシュ・フロー 117,098

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） 50,000

配当金の支払額 △22,636

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △470,344

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 601,899



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) 

該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1)ＬＳＩ開発事業・・・・・・・ＬＳＩ開発工程における受託開発 

(2)システム開発事業・・・・・・ＬＳＩ開発工程の関連システム開発、プリンティング関連等のソフトウェア

開発 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

ＬＳＩ開発 
事業（千円）

システム開発
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社

(千円)
連結（千円）

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

594,982 295,470 890,453 ― 890,453

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 14,074 14,074 (14,074) ―

計 594,982 309,545 904,528 (14,074) 890,453

営業利益又は営業損失(△) △81,872 △4,981 △86,853 (△168) △86,685

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1) 生産状況 

当グループの事業は主として受託開発事業であるため、生産実績は販売実績とほぼ同一の内容となり

ます。従って、生産実績の記載を省略いたします。 

  

(2) 受注状況 

 
(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。 

３．当社は第１四半期連結会計期間より連結決算を行っているため、前年同四半期比は記載しておりません。 

  

(3) 販売状況 

 
(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は第１四半期連結会計期間より連結決算を行っているため、前年同四半期比は記載しておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

区分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
比較増減（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日）
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日）

受注高 
（千円）

受注残高 
（千円）

受注高 
（千円）

受注残高 
（千円）

受注高 
（千円）

受注残高 
（千円）

ＬＳＩ開発事業 ― ― 526,698 173,813 ― ―

回路設計 ― ― 86,371 36,805 ― ―

レイアウト設計 ― ― 98,185 24,650 ― ―

テスト開発 ― ― 342,141 112,358 ― ―

システム開発 ― ― 339,023 188,607 ― ―

合計 ― ― 865,721 362,420 ― ―

区分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
比較増減（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日）
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日）

金額 
（千円）

構成比 
（％）

金額 
（千円）

構成比 
（％）

金額 
（千円）

増減率 
（％）

ＬＳＩ開発事業 ― ― 594,982 66.9 ― ―

回路設計 ― ― 90,816 10.2 ― ―

レイアウト設計 ― ― 129,660 14.6 ― ―

テスト開発 ― ― 374,506 42.1 ― ―

システム開発 ― ― 295,470 33.1 ― ―

合計 ― ― 890,453 100.0 ― ―




