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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 5,150 △26.8 72 △68.1 58 △72.2 21 △81.4
21年3月期第2四半期 7,038 ― 227 ― 209 ― 116 ―

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 10.84 ―
21年3月期第2四半期 58.27 ―

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 6,173 2,669 43.2 1,334.55
21年3月期 6,616 2,724 41.2 1,362.42

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,669百万円 21年3月期  2,724百万円

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）
― 35.00 35.00

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 10,200 △28.1 100 △70.9 60 △80.5 10 △93.4 5.00
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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  有  
(注) 詳細は、５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、５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 
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およ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。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】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 2,000,000株 21年3月期  2,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  80株 21年3月期  80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 1,999,920株 21年3月期第2四半期 1,999,920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、経済対策の効果や海外経済の改善などにより一
部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益や雇用環境が悪化するもとで国内民間需要は弱めに
推移し、景気は総じて厳しいものとなりました。 
情報サービス産業におきましても、企業の情報化投資の抑制が進み、特に当社グループの主要顧客
である製造業においてその抑制傾向が顕著となるなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しさを
増しております。 
このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプ
ロジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めまし
た。 
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、厳しい経営環境のもと、受注高は5,526,057千
円（前年同四半期比 30.3％減）、売上高は5,150,853千円（前年同四半期比 26.8％減）となりまし
た。利益面につきましては、売上高の減少により、諸費用の削減に努めたものの、営業利益72,611千
円（前年同四半期比 68.1％減）、経常利益58,304千円（前年同四半期比 72.2％減）、四半期純利益
21,677千円（前年同四半期比 81.4％減）となりました。 
主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品ERP 

他社製品ERP分野につきましては、受注高は2,686,629千円（前年同四半期比 13.0％減）、売上高
は2,358,760千円（前年同四半期比 27.0％減）となりました。 

②自社製品ERP 

自社製品ERP分野につきましては、受注高は1,692,386千円（前年同四半期比 15.1％減）、売上高
は1,486,111千円（前年同四半期比 22.1％減）となり、「MCFrame」のライセンス売上高は481,699千
円（前年同四半期比 8.5％増）となりました。 

③ｅビジネス 

ｅビジネス分野につきましては、受注高は907,231千円（前年同四半期比 65.1％減）、売上高は
1,099,699千円（前年同四半期比 34.2％減）となりました。 

④その他 

その他分野につきましては、受注高は239,810千円（前年同四半期比 1.5％減）、売上高は206,281
千円（前年同四半期比 10.9％減）となりました。 

  
  

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して
643,043千円減少し、4,193,817千円となりました。なお、当第２四半期連結会計期間末の総資産
に占める流動資産の比率は67.9％であります。 
また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却並びに無形固定資
産の取得（自社開発ERPパッケージ「MCFrame」の開発等）等により、前連結会計年度末と比較し
て199,464千円増加し、1,979,388千円となりました。 
これらの結果、資産の部の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して
443,578千円減少し、6,173,206千円となりました。 

【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

(1) 財政状態の分析

① 資産の部
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負債の部の当第２四半期連結会計期間末残高は、支払手形及び買掛金の減少、未払法人税等の
減少等により、前連結会計年度末と比較して387,841千円減少し、3,504,203千円となりました。 

純資産の部の当第２四半期連結会計期間末残高は、四半期純利益を計上したものの、剰余金の
配当による減少等により、前連結会計年度末と比較して55,737千円減少し、2,669,002千円となり
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、前連結会計年度末と比較
して2.0ポイント増加し43.2％となりました。 

  

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、前連結会計年度末より71,881千円
減少し、679,719千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益55,059千円を計上し、売上債
権の減少571,856千円等があったものの、仕入債務の減少393,041千円等により、全体として
302,066千円の収入（前年同四半期 1,054,730千円収入減）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発ERPパッケージ
「MCFrame」の開発等）による支出及び投資有価証券の取得による支出等により、全体として
491,416千円の支出（前年同四半期 172,950千円支出増）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金の純増額と配当金の支払による支
出等により、全体として118,280千円の収入（前年同四半期 1,040,808千円支出減）となりまし
た。 

  

  

当社グループの売上高に大きな割合を占める他社製品ERP分野において、その主要顧客である大企
業製造業の情報化投資の落ち込みが顕著となっております。景気は持ち直し傾向が続くものと予想さ
れますが、企業収益の動向は不透明であり情報化投資は一層減少することが見込まれることから、今
後の当社グループの受注環境も非常に厳しい状況が続くものと推測されます。このような経営環境に
ありまして、当社グループは引き続き積極的な営業活動と諸費用の削減に努めて参りますが、平成22
年３月期の連結業績つきましては、以下のとおり受注高減少に伴う売上高と利益の減少を見込んでお
ります。 

 
  

② 負債の部

③ 純資産の部

(2) キャッシュ・フローの状況の分析

3. 連結業績予想に関する定性的情報

【連 結】 通 期 （前期比％）

売上高 10,200百万円 （ 28.1 ％減）

営業利益 100百万円 （ 70.9 ％減）

経常利益 60百万円 （ 80.5 ％減）

当期純利益 10百万円 （ 93.4 ％減）
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該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
当連結会計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。 

  

① 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関
する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 
この変更に伴う連結の範囲の変更はありません。 

  
② 受注案件に係る収益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１四半期連
結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に着手した受注案件から、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案件については工事進行基準（受注
案件の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の案件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２四半期連結累計期間の売上高は165,888千円、営業利益、経常利益及び税
金等調整前四半期純利益は38,792千円それぞれ増加しております。 

  
  

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 679,719 751,600

受取手形及び売掛金 2,465,970 3,041,163

仕掛品 506,648 441,226

その他 541,657 603,064

貸倒引当金 △178 △194

流動資産合計 4,193,817 4,836,860

固定資産   

有形固定資産 180,559 207,069

無形固定資産   

のれん 9,641 17,991

ソフトウエア 1,382,736 1,163,672

その他 25,302 26,005

無形固定資産合計 1,417,680 1,207,669

投資その他の資産 381,147 365,185

固定資産合計 1,979,388 1,779,923

資産合計 6,173,206 6,616,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 269,174 491,658

短期借入金 1,900,000 1,700,000

未払法人税等 43,468 101,630

賞与引当金 351,661 443,637

品質保証引当金 46,264 55,344

受注損失引当金 40,968 40,934

その他 851,273 1,056,507

流動負債合計 3,502,809 3,889,712

固定負債 1,393 2,331

負債合計 3,504,203 3,892,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,544,062 1,602,382

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,667,760 2,726,080

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 1,242 △1,339

評価・換算差額等合計 1,242 △1,339

純資産合計 2,669,002 2,724,740

負債純資産合計 6,173,206 6,616,784
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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 7,038,953 5,150,853

売上原価 5,423,908 3,686,115

売上総利益 1,615,044 1,464,737

販売費及び一般管理費 1,387,557 1,392,126

営業利益 227,487 72,611

営業外収益   

持分法による投資利益 － 2,407

法人税等還付加算金 1,768 －

その他 2,326 369

営業外収益合計 4,094 2,776

営業外費用   

支払利息 17,961 12,209

持分法による投資損失 1,166 －

為替差損 2,966 4,442

その他 1 431

営業外費用合計 22,096 17,083

経常利益 209,485 58,304

特別利益   

投資有価証券売却益 921 －

特別利益合計 921 －

特別損失   

固定資産除却損 1,720 3,244

特別損失合計 1,720 3,244

税金等調整前四半期純利益 208,685 55,059

法人税等 92,151 33,382

四半期純利益 116,534 21,677
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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 208,685 55,059

減価償却費 263,180 283,229

のれん償却額 8,350 8,350

貸倒引当金の増減額（△は減少） △489 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,470 △91,976

品質保証引当金の増減額（△は減少） △3,425 △9,079

受注損失引当金の増減額（△は減少） △90,370 33

受取利息及び受取配当金 △329 △39

支払利息 17,961 12,209

為替差損益（△は益） 2,966 4,442

持分法による投資損益（△は益） 1,166 △2,407

固定資産除却損 1,720 3,244

投資有価証券売却損益（△は益） △921 －

売上債権の増減額（△は増加） 911,607 571,856

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,604 △65,422

前渡金の増減額（△は増加） △50,489 60,987

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △9,909 －

仕入債務の増減額（△は減少） 236,145 △393,041

前受金の増減額（△は減少） 25,414 △3,120

その他 △12,170 △28,639

小計 1,340,960 405,670

利息及び配当金の受取額 329 39

利息の支払額 △17,604 △11,646

法人税等の還付額 68,165 －

法人税等の支払額 △35,053 △91,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,356,796 302,066

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 △21,525 △11,938

無形固定資産の取得による支出 △310,982 △468,558

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の売却による収入 12,600 －

その他 1,442 △920

投資活動によるキャッシュ・フロー △318,466 △491,416

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） △850,000 200,000

リース債務の返済による支出 △3,629 △2,360

配当金の支払額 △68,897 △79,358

財務活動によるキャッシュ・フロー △922,527 118,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △695 △812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,107 △71,881

現金及び現金同等物の期首残高 486,073 751,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 601,181 679,719
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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。 

  

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） 
当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内
容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ
ん。 

  
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） 
当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内
容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ
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） 
本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情
報を記載しておりません。 

  
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） 
本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情
報を記載しておりません。 

  

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） 
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。 

  
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。 

  

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】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代
え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注)１ 金額は売上原価によっております。 
２ 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代
え、商品分野別に記載しております。 

  

 
  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

商品分野名

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

金額(千円) 前年同四半期比
(％) 金額(千円) 前年同四半期比

(％)

他社製品ＥＲＰ 2,371,605 ― 1,770,163 △25.4

自社製品ＥＲＰ 1,329,530 ― 848,152 △36.2

ｅビジネス 1,495,308 ― 868,549 △41.9

その他 227,464 ― 199,249 △12.4

合計 5,423,908 ― 3,686,115 △32.0

(2) 受注実績

商品分野名

前第２四半期連結累計期間

受注高 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日

受注残高 
平成20年９月30日

金額(千円) 前年同四半期比
(％) 金額(千円) 前年同四半期比

(％)

他社製品ＥＲＰ 3,086,416 ― 2,280,202 ―

自社製品ＥＲＰ 1,993,830 ― 1,157,812 ―

ｅビジネス 2,599,960 ― 1,503,495 ―

その他 243,356 ― 98,209 ―

合計 7,923,563 ― 5,039,719 ―

商品分野名

当第２四半期連結累計期間

受注高 
自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日

受注残高 
平成21年９月30日

金額(千円) 前年同四半期比
(％) 金額(千円) 前年同四半期比

(％)

他社製品ＥＲＰ 2,686,629 △13.0 1,614,381 △29.2

自社製品ＥＲＰ 1,692,386 △15.1 1,326,383 14.6

ｅビジネス 907,231 △65.1 527,255 △64.9

その他 239,810 △1.5 111,061 13.1

合計 5,526,057 △30.3 3,579,081 △29.0
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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代
え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

(3) 販売実績

商品分野名

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

金額(千円) 前年同四半期比
(％) 金額(千円) 前年同四半期比

(％)

他社製品ＥＲＰ 3,229,641 ― 2,358,760 △27.0

自社製品ＥＲＰ 1,907,682 ― 1,486,111 △22.1

ｅビジネス 1,670,140 ― 1,099,699 △34.2

その他 231,489 ― 206,281 △10.9

合計 7,038,953 ― 5,150,853 △26.8
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