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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 418 △15.6 △33 ― △30 ― △18 ―

21年3月期第2四半期 496 ― △19 ― △13 ― △9 ―

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 △5.29 ―

21年3月期第2四半期 △2.69 ―

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 1,244 680 54.6 194.45
21年3月期 1,172 703 60.1 201.15

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  680百万円 21年3月期  703百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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  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 1,050 1.9 20 20.5 25 0.0 14 93.9 4.00
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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  無  

(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 3,500,000株 21年3月期  3,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  791株 21年3月期  791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 3,499,209株 21年3月期第2四半期 3,421,283株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、発表日現在における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、今後様々な要因により予想数値と異なる場
合があります。 
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 当第２四半期累計期間（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、一部に改善の兆しがみ

られるものの、企業収益の落ち込みを背景に設備投資は依然として低迷しております。 

 当情報サービス業界におきましても、情報化投資の抑制、延期等による需要の落ち込みが続いております。 

 このような状況下、当社におきましては、新規顧客の開拓による受注の確保に注力してまいりましたが、受注遅延

や値引要請等により、厳しい環境が続いており、当第２四半期累計期間の売上高は４億18百万円（前年同期比 

84.3％）、販管費の削減に努めましたが売上の減少による影響が大きく、営業損失は33百万円（前年同期は19百万円

の損失）、経常損失は30百万円（前年同期は13百万円の損失）、四半期純損失は18百万円（前年同期は９百万円の損

失）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況   

 当第２四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ72百万円増の12億44百万円となりました。これは主

に、現金及び預金の減少35百万円と、投資有価証券の増加１億61百万円との相殺等によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ96百万円増の５億64百万円となりました。これは主に、長期借入金

が50百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ23百万円減の６億80百万円となりました。これは主に、配当金の

支払等による利益剰余金の減少39百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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85百万円減少し

１億76百万円（前年同期比 201.4％）となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は、24百万円（前年同期は48百万円の使用）となりました。これは主に、仕入債

務の増加額27百万円及び前受金の増加額27百万円と、たな卸資産の増加額36百万円の相殺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、１億58百万円（前年同期は17百万円の使用）となりました。これは主に、投

資有価証券の取得による支出１億35百万円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）  

財務活動の結果獲得した資金は、49百万円（前年同期は49百万円の使用）となりました。これは、長期借入金

の借入による収入１億円と、長期借入金の返済による支出29百万円及び配当金の支払額20百万円との相殺による

ものであります。 

 今後につきましては、受注の確保並びに経費の更なる削減に努めてまいりますが、景気は依然不透明な状況が続

くものと予想されます。 

 このため、平成21年５月15日発表の通期業績予想を売上高10億50百万円（前回発表12億円）、営業利益20百万円

（同、60百万円）、経常利益25百万円（同、60百万円）、当期純利益14百万円（同、35百万円）へ修正することに

いたしました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

  受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用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１四半期会計期間より適用し、第１四

半期会計期間に着手した受注制作のソフトウェア開発から、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受注契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契

約については検収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、10,792千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純

損失は、それぞれ6,163千円減少しております。  

  

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 276,126 311,573

受取手形及び売掛金 136,967 159,126

有価証券 － 50,070

商品及び製品 3,676 1,500

仕掛品 46,949 12,389

その他 77,781 84,611

貸倒引当金 △31 △36

流動資産合計 541,469 619,233

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 56,074 57,789

土地 165,110 165,110

その他（純額） 10,904 13,582

有形固定資産合計 232,088 236,482

無形固定資産 46,599 34,947

投資その他の資産   

投資有価証券 355,965 194,066

関係会社株式 34,200 34,200

その他 34,758 53,263

貸倒引当金 △122 △122

投資その他の資産合計 424,800 281,406

固定資産合計 703,488 552,837

資産合計 1,244,957 1,172,070

負債の部   

流動負債   

買掛金 59,449 31,605

1年内返済予定の長期借入金 59,796 39,996

未払法人税等 1,039 410

賞与引当金 28,926 40,566

その他 127,690 100,395

流動負債合計 276,901 212,973

固定負債   

長期借入金 210,306 160,004

長期未払金 76,950 91,910

その他 365 3,290

固定負債合計 287,621 255,204

負債合計 564,522 468,178
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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 221,240 221,240

資本剰余金 186,906 186,906

利益剰余金 269,858 309,379

自己株式 △248 △248

株主資本合計 677,756 717,277

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,678 △13,385

評価・換算差額等合計 2,678 △13,385

純資産合計 680,434 703,892

負債純資産合計 1,244,957 1,172,070
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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 496,572 418,910

売上原価 356,382 308,051

売上総利益 140,189 110,859

販売費及び一般管理費 159,231 144,854

営業損失（△） △19,041 △33,994

営業外収益   

受取利息 402 653

受取配当金 4,097 3,045

その他 1,296 1,888

営業外収益合計 5,796 5,588

営業外費用   

支払利息 326 1,912

営業外費用合計 326 1,912

経常損失（△） △13,571 △30,319

特別利益   

投資有価証券売却益 58 －

貸倒引当金戻入額 － 5

特別利益合計 58 5

特別損失   

固定資産除却損 － 6

特別損失合計 － 6

税引前四半期純損失（△） △13,512 △30,320

法人税、住民税及び事業税 841 421

法人税等調整額 △5,121 △12,216

法人税等合計 △4,279 △11,794

四半期純損失（△） △9,232 △18,525
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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   

税引前四半期純損失（△） △13,512 △30,320

減価償却費 15,322 15,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,338 △11,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △90,839 －

受取利息及び受取配当金 △4,500 △3,699

支払利息 326 1,912

売上債権の増減額（△は増加） △14,397 22,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,536 △36,736

仕入債務の増減額（△は減少） 21,167 27,843

長期未払金の増減額（△は減少） 91,910 △14,960

その他 △7,047 29,343

小計 △45,432 △116

利息及び配当金の受取額 4,626 3,954

利息の支払額 △291 △1,752

法人税等の支払額 △7,083 △410

法人税等の還付額 － 22,565

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,180 24,241

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △50,000

有価証券の償還による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △2,176 △285

無形固定資産の取得による支出 △12,098 △22,964

投資有価証券の取得による支出 △2,795 △135,188

投資有価証券の売却による収入 458 －

その他 △517 △356

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,128 △158,794

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △19,896 △29,898

自己株式の取得による支出 △23 －

配当金の支払額 △29,081 △20,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,000 49,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,309 △85,447

現金及び現金同等物の期首残高 201,754 261,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 87,445 176,126
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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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