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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 1,372 △21.6 206 △24.0 260 △9.0 144 △8.1

21年3月期第2四半期 1,750 ― 271 ― 286 ― 157 ―

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 39.95 39.90
21年3月期第2四半期 42.00 41.90

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 4,567 3,629 78.1 983.25
21年3月期 4,440 3,693 81.9 1,004.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,566百万円 21年3月期  3,636百万円

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 ― 60.00 60.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 60.00 60.00

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 3,620 0.2 779 7.4 850 12.0 470 11.0 129.59
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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  
税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

(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（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、3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 3,757,000株 21年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  129,710株 21年3月期  129,710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 3,620,700株 21年3月期第2四半期 3,745,990株

※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場合があります。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で回復の兆しが見られるものの、景気後退の影響は根強く、企

業業績や設備投資等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 このような環境下で、当社は、平成22年４月以後開始する事業年度より適用となる「資産除去債務に関する会計基

準」への対応に向けた、システム再構築の提案活動を行ってまいりました。当第２四半期累計期間では、企業側で投

資決定に時間がかかる傾向が変わらず、受注に伸び悩みが見られたことから、売上高1,372百万円（前年同期比 

21.6％減)となりました。 

 利益面においては、新規案件の受注不足から、パッケージ売上うち、ライセンス部分の売上が伸び悩んだことに加

え、販売管理システム開発における不採算案件が一部継続していること等から、営業利益206百万円（同24.0％ 

減）、経常利益260百万円（同9.0％減）、第２四半期純利益144百万円（同8.1％減）となりました。  

  

(1) 資産・負債・純資産の状況 

  当第２四半期末における総資産は、当期における営業活動の結果、前事業年度末に比べ126百万円増加し、4,567

 百万円となりました。負債につきましては、保守売上の前受金、賞与引当金及び未払法人税等の増加等から前事業

 年度末に比べ190百万円増加し、937百万円となりました。 

  なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事業年度末に比べ63百万円減少 

 し、3,629百万円となり、自己資本比率は78.1％となりました。 

(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171百万円増加 

 し、1,239百万円（前事業年度末比16.0％増）となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は406百万円（前年同期比108.3％増）となりました。これは、前年同期と比べ、主

 に法人税の支払額が減少し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21百万円（同98.1％減）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出

 が減少したこと、匿名組合出資金の払戻による収入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214百万円（同17.6％減）となりました。これは前年同期と比較し、期末配当金 

 の支払いが減少したことよるものであります。 

  

  

 当第２四半期累計期間においては、景気に明るい兆しは見られるものの、まだ本格回復には至らず、企業の業務シ

ステム投資に慎重な姿勢が続いたこと等から、平成21年８月７日発表いたしました数値を変更いたしております。 

詳細につきましては平成21年10月30日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 通期業績見通しにつきましては、売上高3,620百万円（従来予想は4,000百万円）、営業利益は779百万円（従来予 

想は1,027百万円）、経常利益は850百万円（従来予想は1,100百万円）、当期純利益は470百万円（従来予想は638百 

万円）を見込んでおります。 

  

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま 

す。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

  

 受注制作のソフトウェアに係る収益計上の基準については、従来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 

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

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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期間に着手した受注制作のソフトウェア開発案件から、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開発案件については進行基準（開発案件の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の開発

案件については完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は68,497千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ36,028 

千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 3,289,420 3,118,278

売掛金 530,880 583,781

仕掛品 141,350 111,324

その他 83,113 110,481

流動資産合計 4,044,763 3,923,865

固定資産   

有形固定資産 30,878 33,895

無形固定資産   

ソフトウエア 200,008 198,484

その他 8,525 1,547

無形固定資産合計 208,534 200,031

投資その他の資産 283,473 282,908

固定資産合計 522,886 516,834

資産合計 4,567,649 4,440,700

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,343 181,022

未払法人税等 119,274 475

賞与引当金 100,661 48,667

役員賞与引当金 30,000 14,000

受注損失引当金 52,411 48,495

その他 325,298 281,580

流動負債合計 758,988 574,241

固定負債   

退職給付引当金 66,884 61,460

役員退職慰労引当金 111,921 111,921

固定負債合計 178,806 173,381

負債合計 937,794 747,623
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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 431,125 429,900

資本剰余金 396,725 395,500

利益剰余金 2,861,928 2,934,486

自己株式 △120,643 △120,643

株主資本合計 3,569,135 3,639,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,589 △2,596

評価・換算差額等合計 △2,589 △2,596

新株予約権 63,309 56,429

純資産合計 3,629,854 3,693,076

負債純資産合計 4,567,649 4,440,700
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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 1,750,306 1,372,713

売上原価 1,042,486 774,882

売上総利益 707,820 597,831

販売費及び一般管理費 436,431 391,547

営業利益 271,388 206,283

営業外収益   

受取利息 6,196 6,931

匿名組合投資利益 6,169 41,084

受取手数料 1,950 4,680

その他 711 1,554

営業外収益合計 15,027 54,249

営業外費用   

支払利息 53 －

営業外費用合計 53 －

経常利益 286,363 260,533

特別利益   

新株予約権戻入益 － 1,128

特別利益合計 － 1,128

特別損失   

固定資産除売却損 96 71

特別損失合計 96 71

税引前四半期純利益 286,266 261,590

法人税等 128,922 116,930

四半期純利益 157,344 144,659
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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 759,511 735,261

売上原価 473,834 370,710

売上総利益 285,677 364,551

販売費及び一般管理費 197,124 181,715

営業利益 88,553 182,835

営業外収益   

受取利息 3,623 3,009

匿名組合投資利益 6,169 －

受取手数料 975 2,340

その他 76 1,286

営業外収益合計 10,844 6,636

営業外費用   

支払利息 53 －

営業外費用合計 53 －

経常利益 99,344 189,472

特別利益   

新株予約権戻入益 － 1,128

特別利益合計 － 1,128

税引前四半期純利益 99,344 190,600

法人税等 45,320 86,192

四半期純利益 54,024 104,408
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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 286,266 261,590

減価償却費 46,542 54,217

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,870 51,994

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250 16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,305 5,424

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,477 3,915

受取利息及び受取配当金 △6,317 △6,931

ソフトウエア評価損 － 17,438

匿名組合投資損益（△は益） － △41,084

売上債権の増減額（△は増加） 215,890 52,901

たな卸資産の増減額（△は増加） 130,494 △30,096

仕入債務の増減額（△は減少） 18,337 △58,878

前受金の増減額（△は減少） 45,869 87,608

その他 △120,023 △35,014

小計 642,463 379,083

利息及び配当金の受取額 5,269 7,684

利息の支払額 △53 －

法人税等の支払額 △452,493 △2,333

法人税等の還付額 － 22,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,185 406,640

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △997,102 △39

有形固定資産の取得による支出 △12,719 △5,557

無形固定資産の取得による支出 △93,165 △66,755

匿名組合出資金の払戻による収入 － 51,677

その他 △538 △722

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,103,525 △21,397

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 2,450

配当金の支払額 △259,739 △216,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,739 △214,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,168,079 171,102

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290 1,067,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,210 1,239,086
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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

㈱プロシップ（3763） 平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

- 10 -



(１) 受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

   該当事項はありません。 

  

 ②受注実績 

   当第２四半期累計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．金額は販売価額によっております。 

     ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま

             す。 

     ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

③販売実績 

     当第２四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

  

６．その他の情報

品目別 

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） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  892,314  77.3  617,354  67.6

 保守  354,033  127.9  331,913  127.3

 受託開発  60,864  71.2  8,333  1,388.8

 運用管理等  114,649  117.0  7,317  1,383.2

 合計  1,421,860  88.1  964,917  82.1

品目別 

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（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  898,971  67.5

 保守  306,157  129.7

 受託開発  52,531  61.9

 運用管理等  115,054  117.5

 合計  1,372,713  78.4

㈱プロシップ（3763） 平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

- 11 -


	短信表紙
	短信本体
	短信XBRL



