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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 4,571 4.3 170 11.4 172 10.3 96 10.2
21年3月期第2四半期 4,383 ― 152 ― 156 ― 87 ―

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 4,487.01 ―
21年3月期第2四半期 4,071.27 ―

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 3,195 2,178 68.2 100,919.68
21年3月期 3,225 2,150 66.7 99,595.94

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,178百万円 21年3月期  2,150百万円

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 ― 3,228.00 3,228.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 2,200.00 2,200.00

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 8,203 △7.9 280 △28.3 286 △28.2 157 △30.6 7,286.66
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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 21,590株 21年3月期  21,590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 21,590株 21年3月期第2四半期 21,590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。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3.業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 
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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）におけるわが国経済は、昨年からの金融
危機による景気不安は根強く、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化等、引き続き厳しい状況で推移しており
ます。 
このような状況の下、当社は、マネジメント力の向上やお客様との信頼関係強化を積極的に推進し、お

客様サービスの一層の向上を図ったことから、当初予定された案件の縮小計画が先延ばしになるなど、売
上高は順調に推移することができました。また、空稼働の発生を防ぐためにプロジェクト管理を徹底する
などコストパフォーマンスの向上や経費の抑制に努めた結果、利益も前年同四半期を上回る実績を確保す
ることが出来ました。 
以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,571百万円（前年同四半期比4.3％増）、営業利

益170百万円（同11.4％増）、経常利益172百万円（同10.3％増）、四半期純利益は96百万円（同10.2％
増）となりました。 
 第３四半期以降につきましては、北関東エリアの開拓に向け、11月に埼玉県さいたま市大宮区に人材派
遣業務の営業拠点となる北関東営業所を設置し、業務の拡大に向け取り組んでまいります。 
 一方、取引先各社における設備投資抑制の長期化や取引条件見直しによる契約期間の短期化、契約単金
の引下げ等の要求は一層高まっており、引き続き厳しい経営環境を強いられることが予想されます。 

事業のサービス別の売上高状況は、次のとおりであります。 
                                         （百万円未満切捨て）

 
①システムソリューションサービス事業 

共済系システムのハード更改受注による売上特需や縮小予定であったSES開発支援案件の先延ばしに

よる売上増加、また徹底したプロジェクト管理により空稼働の発生防止、受託開発案件の生産性向上等

から、売上高は1,439百万円（前年同四半期比24.6％増）となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

主力の人材派遣業務は底堅く推移しましたが、アウトソーシング業務におけるBフレッツ販売サポー

ト業務の受注減少やIT派遣の減少、また、各種業務における契約単金の引下げ等の影響により、売上高

は3,132百万円（前年同四半期比3.0％減）となりました。 

  

（資産の部） 

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して29百万円減少し、3,195百万円となり
ました。 
 流動資産は、前事業年度末と比較して30百万円減少し、3,102百万円となりました。その主な要因は、
現金及び預金が169百万円減少したこと、売掛金128百万円及び仕掛品が16百万円増加したこと等でありま
す。 
 固定資産は、前事業年度末と比較して1百万円増加し、92百万円となりましたが、特筆すべき事項はあ
りません。 

（負債の部） 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して57百万円減少し、1,016百万円となり
ました。 
 流動負債は、前事業年度末と比較して53百万円減少し、995百万円となりました。その主な要因は、未
払金104百万円、買掛金19百万円及び未払法人税等5百万円が減少したこと、賞与引当金が98百万円増加し
たこと等であります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

22年3月期
第2四半期累計期間

21年3月期
第2四半期累計期間

増減
（参考）

前事業年度

金額 比率 金額 比率 金額
増減 
比率

金額 比率

システムソリューション 
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,439 31.5 1,155 26.4 283 24.6 2,366 26.6

ＢＰＯサービス 3,132 68.5 3,228 73.6 △95 △3.0 6,534 73.4

合    計 4,571 100.0 4,383 100.0 187 4.3 8,901 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報
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 固定負債は、前事業年度末と比較し4百万円減少し、21百万円となりました。その主な要因は、役員
退職慰労引当金3百万円の増加並びに長期未払金8百万円の減少によるものであります。 

（純資産の部） 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して28百万円増加し、2,178百万円とな
りました。その主な要因は、当第２四半期純利益96百万円及び配当金の支払い69百万円等であります。 

  

当第２四半期累計期間における業績は、売上・利益とも前回予想を上回る業績となりました。通期の業
績予想につきましては、情報セキュリティ強化に伴うシステム投資の計画や今後の景気動向、ビジネス環
境の変化が不透明であることから現時点におきましては、平成21年5月13日付の「平成21年3月期 決算短
信（非連結）」で公表致しました業績予想に変更はございません。 
 なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 

  

①簡便な会計処理 

ア．棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地

棚卸高を基礎として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、棚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。 

イ．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定す

る方法によっております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

当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、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウェア及び請負工事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１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した契約から、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。 

 これに伴う売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

  
  

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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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 1,504,884 1,674,307

売掛金 1,446,472 1,317,767

仕掛品 24,408 8,094

貯蔵品 1,088 1,483

繰延税金資産 117,217 117,217

その他 17,028 22,212

貸倒引当金 △8,424 △7,697

流動資産合計 3,102,675 3,133,386

固定資産   

有形固定資産 8,575 7,668

無形固定資産 2,839 2,839

投資その他の資産 81,584 81,148

固定資産合計 92,999 91,656

資産合計 3,195,674 3,225,043

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,699 187,388

未払金 396,248 500,475

未払法人税等 80,883 86,280

賞与引当金 230,164 132,090

役員賞与引当金 3,850 7,000

その他 116,737 135,351

流動負債合計 995,585 1,048,585

固定負債   

長期未払金 443 9,021

役員退職慰労引当金 20,790 17,160

固定負債合計 21,233 26,181

負債合計 1,016,818 1,074,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,655,364 1,628,182

株主資本合計 2,173,412 2,146,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,443 4,046

評価・換算差額等合計 5,443 4,046

純資産合計 2,178,855 2,150,276

負債純資産合計 3,195,674 3,225,043
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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 4,383,587 4,571,480

売上原価 3,933,653 4,114,487

売上総利益 449,933 456,993

販売費及び一般管理費 297,044 286,623

営業利益 152,889 170,370

営業外収益   

受取利息 2,244 2,109

有価証券利息 1,277 －

その他 171 197

営業外収益合計 3,692 2,306

経常利益 156,582 172,677

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,369

特別損失合計 － 1,369

税引前四半期純利益 156,582 171,307

法人税、住民税及び事業税 68,684 74,433

四半期純利益 87,898 96,874
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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 156,582 171,307

減価償却費 3,718 1,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） 171 727

賞与引当金の増減額（△は減少） 104,574 98,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,515 3,630

受取利息及び受取配当金 △3,646 △2,259

売上債権の増減額（△は増加） △31,070 △128,704

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,105 △15,918

仕入債務の増減額（△は減少） △17,923 △19,688

未払金の増減額（△は減少） △97,301 △105,522

その他 △21,197 △22,400

小計 72,497 △19,704

利息及び配当金の受取額 3,676 2,876

法人税等の支払額 △127,007 △78,906

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,833 △95,734

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 △629 △660

無形固定資産の取得による支出 △2,515 －

貸付けによる支出 － △5,000

貸付金の回収による収入 － 1,250

その他 △907 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,053 △4,410

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △77,186 △69,277

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,186 △69,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,072 △169,422

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,427 1,674,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,519,354 1,504,884
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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。 

  

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。 

  

(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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当第２四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期累計期間における受注実績は、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 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当第２四半期累計期間における販売実績は、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 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 前第２四半期累計期間の販売金額の割合が10％以上の販売先は、該当ありません。 

6. その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

 ① 生産実績

サービス別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 1,173,213 102.5

合  計 1,173,213 102.5

 ② 受注実績

サービス別の名称 受注高(千円) 前年同四半期比
（％）

受注残高(千円) 前年同四半期比
（％）

システムソリューションサービス 1,180,284 123.6 645,275 98.1

ＢＰＯサービス 2,766,013 86.1 1,461,614 57.3

合  計 3,946,297 94.7 2,106,889 65.7

 ③ 販売実績

サービス別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 1,439,271 124.6

ＢＰＯサービス 3,132,209 97.0

合  計 4,571,480 104.3

相手先

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

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

財団法人 電気通信共済会 ─ ─ 476,444 10.4

データリンクス㈱（2145）平成22年3月期　第２四半期決算短信（非連結）
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