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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 3,726 △1.1 31 △26.9 37 △8.1 3 △79.0

21年3月期第2四半期 3,769 ― 43 ― 40 ― 15 ―

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 0.36 0.36
21年3月期第2四半期 1.72 1.72

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 3,265 1,507 46.2 167.89
21年3月期 3,857 1,562 40.5 174.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,507百万円 21年3月期  1,562百万円

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 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 7,400 △6.5 160 △38.2 165 △35.9 60 △36.4 6.68
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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  無  

(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 

１．平成21年5月15日に公表いたしました業績予想を修正し、平成21年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いて、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 9,210,960株 21年3月期  9,164,960株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  231,813株 21年3月期  231,813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 8,959,147株 21年3月期第2四半期 8,927,147株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の世界的な金融不安に端を発した景気悪化により、

企業業績は低迷が続き、雇用情勢も不透明であり、景気は依然として厳しい状況が続いております。 

情報サービス産業においては、景気悪化の影響を受けて企業のシステム投資を見直す傾向が続いており厳しい

状況に置かれております。 

このような状況の中、当社グループは、業績確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細かい提案活

動を展開しましたが、顧客のシステム投資への慎重姿勢が強まったこともあり、当第2四半期連結累計期間の業績

は、売上高3,726百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益31百万円（前年同期比26.9％減）、経常利益37百万円

（前年同期比8.1％減）、四半期純利益3百万円（前年同期比79.0％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの実績は、システムソリューションにおきましては、製造、銀行及び通信関連等で減

少しましたが、クレジットと官庁関連で補ったことにより売上高は3,407百万円（前年同期比1.6％増）となりま

した。 

スタッフサービスにおきましては、景気悪化に伴う派遣需要の縮小の影響が大きく318百万円（前年同期比

23.2％減）となりました。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ 592百万円減少し、

3,265百万円となりました。 

また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、配当金の支払い等により前連結会計年度末に比べ 54百万円減

少し、1,507百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 5.7ポイント上昇し、

46.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会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、前連結会計年度末と比較

して 318百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末残高は 645百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、113百万円（前年同期比 72.6％減）となりました。これは主に、売上債権の

減少 333百万円及び税金等調整前四半期純利益 37百万円による資金の増加があったことに対し、たな卸資産の

増加 112百万円、仕入債務の減少 56百万円、法人税等の支払 109百万円等の資金減少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） 

投資活動の結果使用した資金は、9百万円（前年同期比 86.4％減）となりました。これは主に、敷金の払戻し

による収入 17百万円があったことに対し、パソコン等の開発設備等の取得による支出 20百万円、ソフトウェア

等の無形固定資産の取得による支出 2百万円等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） 

財務活動の結果使用した資金は、423百万円（前年同期比 1,502.1％増）となりました。これは主に、短期借

入金の返済による支出 360百万円、配当金の支払額 71百万円によるものであります。 

  

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．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年3月期の通期業績予想につきましては、システム投資抑制が続いており、案件の小型化に伴う要員待機の

発生や単価下落等の影響を考慮し、平成21年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて当初予想の下方修

正を発表しております。 

平成21年5月15日付「平成21年３月期 決算短信」で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりで

す。 

（通期）  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更 

ソフトウェアの請負開発契約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）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１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手したソフトウェアの請負開発契約から、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契約については工事進行基準を、その他の契約について

は検収基準を適用しております。なお、工事進行基準の進捗率は、原価比例法を適用しております。 

これにより、売上高は 150百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 

26百万円増加しております。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

8,000 305 300  148 16.62

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 7,400 160 165  60 6.68

増 減 額 （ Ｂ － Ａ ） △600 △145 △135  △88 － 

増 減 率 （ ％ ） △7.5 △47.5 △45.0  △59.5 － 

前 期 実 績 7,912 258 257  94 10.57

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
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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 645,467 964,251

受取手形及び売掛金 1,476,004 1,810,001

仕掛品 297,805 184,891

その他 150,471 175,618

貸倒引当金 △1,313 △1,784

流動資産合計 2,568,434 3,132,977

固定資産   

有形固定資産 167,311 177,739

無形固定資産 42,903 50,267

投資その他の資産   

投資有価証券 114,953 103,547

繰延税金資産 158,386 154,853

その他 214,195 239,249

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 486,447 496,561

固定資産合計 696,662 724,568

資産合計 3,265,097 3,857,546

負債の部   

流動負債   

買掛金 314,331 370,836

短期借入金 550,000 910,000

未払法人税等 45,697 117,509

賞与引当金 212,885 198,994

その他 240,584 309,594

流動負債合計 1,363,498 1,906,933

固定負債   

退職給付引当金 298,857 293,253

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 394,057 388,453

負債合計 1,757,555 2,295,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,237 455,097

資本剰余金 61,191 57,097

利益剰余金 1,045,711 1,113,967

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,503,285 1,563,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,256 △1,146

評価・換算差額等合計 4,256 △1,146

純資産合計 1,507,541 1,562,159

負債純資産合計 3,265,097 3,857,546
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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 3,769,472 3,726,379

売上原価 3,130,173 3,109,921

売上総利益 639,299 616,457

販売費及び一般管理費 595,593 584,505

営業利益 43,705 31,951

営業外収益   

受取利息 841 133

受取配当金 1,599 1,879

受取手数料 832 782

保険配当金 － 3,927

その他 2,316 2,714

営業外収益合計 5,589 9,437

営業外費用   

支払利息 8,376 3,770

営業外費用合計 8,376 3,770

経常利益 40,918 37,618

特別利益   

貸倒引当金戻入額 503 652

固定資産売却益 － 461

特別利益合計 503 1,113

特別損失   

固定資産除却損 3,745 1,275

特別損失合計 3,745 1,275

税金等調整前四半期純利益 37,675 37,456

法人税、住民税及び事業税 26,012 38,895

法人税等調整額 △3,727 △4,673

法人税等合計 22,285 34,221

四半期純利益 15,390 3,234
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（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 37,675 37,456

減価償却費 35,285 30,277

貸倒引当金の増減額（△は減少） △502 △470

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,154 13,891

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,637 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,700 5,603

受取利息及び受取配当金 △2,440 △2,013

支払利息 8,376 3,770

固定資産除却損 3,745 1,275

有形固定資産売却損益（△は益） － △652

売上債権の増減額（△は増加） 508,631 333,997

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,459 △112,914

仕入債務の増減額（△は減少） △31,713 △56,505

その他 △22,273 △28,618

小計 503,543 225,099

利息及び配当金の受取額 2,440 2,013

利息の支払額 △8,450 △3,440

法人税等の支払額 △81,789 △109,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,743 113,772

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 △42,050 △20,829

無形固定資産の取得による支出 △8,855 △2,775

有形固定資産の売却による収入 － 2,904

投資有価証券の取得による支出 △18,436 △2,296

敷金及び保証金の差入による支出 － △3,791

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,463

その他 971 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,371 △9,324

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 △360,000

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

株式の発行による収入 － 8,234

配当金の支払額 △71,417 △71,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,417 △423,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 320,955 △318,783

現金及び現金同等物の期首残高 704,799 964,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,025,754 645,467
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 該当事項はありません。 

  

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） 

   

  

 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〕

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（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  3,354,412  415,059  3,769,472  －  3,769,472

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  58,596  58,596  (58,596)  －

計  3,354,412  473,656  3,828,069  (58,596)  3,769,472

営業利益又は営業損失（△）  150,778  △14,996  135,782  (92,076)  43,705

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（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  3,407,502  318,876  3,726,379  －  3,726,379

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  58,539  58,539  (58,539)  －

計  3,407,502  377,415  3,784,918  (58,539)  3,726,379

営業利益又は営業損失（△）  145,130  △15,460  129,669  (97,717)  31,951

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 8 －
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