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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） 

 

(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 3,109 △27.6 83 △64.6 135 △43.1 78 △43.7
21年3月期第2四半期 4,296 ― 236 ― 238 ― 138 ―

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 38.91 ―
21年3月期第2四半期 69.08 ―

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 3,882 2,583 66.5 1,288.28
21年3月期 4,357 2,585 59.3 1,289.37

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,583百万円 21年3月期  2,585百万円

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 42.00 42.00

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 6,920 △19.1 410 △18.2 451 △11.2 262 △10.5 130.94
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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、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) 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、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) 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 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 2,005,400株 21年3月期  2,005,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 2,005,400株 21年3月期第2四半期 2,005,400株

※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、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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済危機対策により、一部業種での

需要増加が見られたものの、昨年の世界的金融市場の混乱の影響による世界同時不況、外需の一層

の下押し圧力、消費の足踏み、雇用の低迷、為替相場の円高基調による企業業績への影響は大きく、

景気は全般的に停滞いたしました。 

当業界におきましては、世界的な景気の低迷が、企業業績へ影響を及ぼしており、企業において

は引続き予算統制や設備投資への慎重な動きが見られ、ビジネス環境は好転が見られず厳しい状況

で推移いたしました。 

このような状況下、当社といたしましては受注体制強化と強みを活かした特化戦略による受注拡

大を図るため、事業部制による既存顧客とのリレーション強化や新規顧客開拓の実施、当社独自ソ

リューションへの取り組み、ベンダー各社とのアライアンスによるソリューションビジネス展開等

を積極的に推し進めてまいりました。しかしながら、顧客企業における開発案件の開始時期見直し

により、予想以上に案件の立ち上がりが遅れたことや、開発規模の縮小に伴い受注が減少したこと

によって減収となりました。利益面につきましては、品質及び生産性の向上並びに総経費の一層の

低減に努めてまいりましたが、減収に伴う固定費を補えず減益となりました。以上の結果、当第２

四半期累計期間における経営成績は、売上高31億９百万円（前年同期比27.6％減）、経常利益１億

35百万円（前年同期比43.1％減）、四半期純利益78百万円（前年同期比43.7％減）となりました。 

 

当第２四半期累計期間における事業別の業績は以下のとおりであります。なお、従来、「ソフト

ウェア開発事業」、「テクニカルサービス事業」、「ＩＴコンポーネント事業」の３事業に区分し

ておりましたが、ＩＴコンポーネント事業の事業内容は、テクニカルサービス事業に付帯して提供

できること及び当該事業の売上割合が低く、今後もこの傾向が予想されることから、これらの事業

を統合・名称変更し第１四半期累計期間より「ソフトウェア開発事業」、「サービス事業」の２事

業に区分いたしました。このため、前年同期比較については、前年同四半期実績値を変更後の区分

に組み替えて行っております。 

(ソフトウェア開発事業) 

当社の主力事業でありますソフトウェア開発事業の売上高は29億52百万円（前年同期比28.0％

減）となりました。通信系においては、次世代高速無線通信（ＬＴＥ）立ち上げによる需要拡大が

あったものの、国内通信事業者の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）サービス向け開発需要の遅れや企

業の設備投資低迷の影響を受けました。制御系においては、デジタル情報機器等の開発に一時的な

減少が見られました。また、ソリューション系においては、企業の新規設備投資抑制の影響を受け、

全体としては低調な推移となりました。 

(サービス事業) 

サービス事業の売上高は１億57百万円（前年同期比18.6％減）となりました。ネットワーク構

築・保守・運用サービスの伸び悩みや設備投資の冷え込みにより低調な推移となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べて４億75百万円減少（10.9％減）

し38億82百万円となりました。その内訳は、流動資産が４億83百万円減少（13.4％減）し31億17百

万円となり、固定資産が８百万円増加（1.1％増）し７億64百万円となったことによるものでありま

す。 

流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少５億26百万円、繰延税金資産の減少70百

万円、仕掛品の増加88百万円、未収入金の増加31百万円によるものであります。 
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（負債） 

当第２四半期会計期間末における負債総額は、前事業年度末に比べて４億72百万円減少（26.7％

減）し12億98百万円となりました。その内訳は、流動負債が５億12百万円減少（49.6％減）し５億

19百万円となり、固定負債が39百万円増加（5.4％増）し７億78百万円となったことによるものであ

ります。 

流動負債減少の主な要因は、買掛金の減少95百万円、未払法人税等の減少１億15百万円、賞与引

当金の減少１億93百万円、未払金の減少23百万円、未払消費税等の減少37百万円によるものであり

ます。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産は、25億83百万円（前事業年度末比0.1％減）となりまし

た。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度

末に比べて２百万円増加（0.2％増）し14億15百万円となりました。 

営業活動により獲得した資金は、88百万円（前年同期比32.9％減）となりました。これは主に、

税引前四半期純利益が１億35百万円、売上債権の減少５億26百万円、賞与引当金の減少１億93百万

円、たな卸資産の増加88百万円、仕入債務の増加95百万円、未払消費税の減少37百万円、法人税等

の支払額１億14百万円によるものであります。 

投資活動により支出した資金は、６百万円（前年同期比98.4％減）となりました。これは主に、

固定資産の取得によるものであります。 

財務活動により支出した資金は、79百万円（前年同期比11.2％増）となりました。これは、配当

金の支払によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年９月７日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」に変更ありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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 

①たな卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、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、たな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

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す

る方法によっております。 

 

(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 

  受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準の変更 

  受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用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１四半期会計期間から着手した受注制作ソフトウ

ェア開発契約のうち、当社の定めた基準に該当し、進捗部分について成果の確実性が認められる
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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、当第２四半期累計期間の売上高は９百万円、売上総利益、営業利益、経常利益及

び税引前四半期純利益はそれぞれ１百万円増加しております。 
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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 1,415,428 1,413,284

受取手形及び売掛金 1,227,939 1,754,149

商品 － 5

仕掛品 244,349 155,373

その他 229,776 278,080

貸倒引当金 △180 △264

流動資産合計 3,117,314 3,600,628

固定資産   

有形固定資産 262,878 268,020

無形固定資産 60,062 51,528

投資その他の資産 442,040 437,179

固定資産合計 764,981 756,728

資産合計 3,882,295 4,357,357

負債の部   

流動負債   

買掛金 76,590 172,281

未払費用 106,632 145,312

未払法人税等 10,347 125,418

賞与引当金 238,120 431,500

役員賞与引当金 3,232 20,398

その他 85,002 137,462

流動負債合計 519,925 1,032,373

固定負債   

退職給付引当金 761,123 718,831

役員退職慰労引当金 17,716 20,442

固定負債合計 778,840 739,273

負債合計 1,298,765 1,771,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,562 399,562

資本剰余金 307,562 307,562

利益剰余金 1,876,404 1,878,585

株主資本合計 2,583,529 2,585,710

純資産合計 2,583,529 2,585,710

負債純資産合計 3,882,295 4,357,357
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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 4,296,295 3,109,784

売上原価 3,483,860 2,546,327

売上総利益 812,435 563,457

販売費及び一般管理費 575,622 479,550

営業利益 236,813 83,907

営業外収益   

受取利息 1,592 3,809

助成金収入 － 47,168

受取事務手数料 405 803

その他 70 196

営業外収益合計 2,068 51,978

営業外費用   

為替差損 210 －

営業外費用合計 210 －

経常利益 238,671 135,885

特別利益   

貸倒引当金戻入額 38 84

特別利益合計 38 84

特別損失   

固定資産除却損 － 151

特別損失合計 － 151

税引前四半期純利益 238,709 135,818

法人税、住民税及び事業税 116,638 2,089

法人税等調整額 △16,469 55,693

法人税等合計 100,169 57,783

四半期純利益 138,540 78,035
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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 238,709 135,818

減価償却費 9,576 11,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 △84

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,330 △193,380

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,165 △17,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,478 42,292

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,104 △2,725

受取利息 △1,592 △3,809

有形固定資産除却損 － 151

売上債権の増減額（△は増加） 237,030 526,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,064 △88,970

仕入債務の増減額（△は減少） △42,735 △95,690

その他 △88,243 △115,480

小計 247,730 198,919

利息の受取額 1,922 3,809

法人税等の支払額 △118,396 △114,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,256 88,116

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 △1,731 △370

無形固定資産の取得による支出 － △13,750

短期貸付金の増減額（△は増加） △399,940 375

その他 893 7,215

投資活動によるキャッシュ・フロー △400,778 △6,529

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △71,447 △79,441

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,447 △79,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △340,969 2,144

現金及び現金同等物の期首残高 1,092,219 1,413,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 751,249 1,415,428
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

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） 

該当事項はありません。 
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