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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 1,928 △10.4 449 20.6 492 19.8 240 △15.9
21年3月期第2四半期 2,152 ― 372 ― 410 ― 286 ―

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 57.99 ―
21年3月期第2四半期 67.41 ―

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 7,407 6,397 86.4 1,540.16
21年3月期 7,050 6,339 89.9 1,526.00

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,397百万円 21年3月期  6,339百万円

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  
（注）平成21年3月期 期末配当金の内訳 普通配当28円00銭 記念配当15円00銭 

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 ― 28.00 ― 43.00 71.00
22年3月期 ― 28.00
22年3月期 

（予想） ― 28.00 56.00

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 3,950 4.4 593 1.6 623 △2.4 361 2.5 86.90
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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  
（注）詳細は、６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、６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 
本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、 
事業運営における状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく異なる 
結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 4,250,000株 21年3月期  4,250,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  95,908株 21年3月期  95,908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 4,154,092株 21年3月期第2四半期 4,249,745株
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【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 

当第２四半期（平成 21 年４月１日から平成 21 年９月 30 日まで）のわが国経済は、平成

20 年秋から続く世界同時不況の中、株式市場の持ち直しなど一部で回復の兆しが見られた

ものの、企業業績や雇用情勢の悪化による消費低迷など、依然として不透明な環境が続き

ました。 

情報サービス産業においては、金融やエネルギーなど一部業種によっては投資回復へ向

けた動きがみられるものの、全般に IT 投資の抑制傾向が続いており、厳しい受注環境で推

移しました。 

 

このような状況のもと、当社グループはオープン系の主力製品群を強化するとともに、

組織的な営業活動を展開し、顧客ニーズを把握した提案によって受注拡大に取り組みまし

た。しかしながら、凍結されていた新規投資の再開の動きは出始めたものの、本格的な回

復には至っておらず、プロダクト販売は減少し、コンサルテーションや人材育成等のソリ

ューションサービス売上も落ち込んだこと等によって、売上高は 19 億 28 百万円（前年同

期比 10.4％減）となりました。 

 

利益については、将来の成長へ向けた新たな事業モデルの研究開発や連結子会社である

BSP 上海の体制強化等、戦略的な投資を実施した一方で、前期に引き続き、全社的な経費合

理化運動による経費削減およびあらゆる業務の効率化に努めた結果、営業利益は４億 49百

万円（同 20.6％増）、経常利益は４億 92 百万円（同 19.8％増）となり、大幅な増益を達成

しました。 

四半期純利益については、連結子会社である株式会社ビーエスピーソリューションズの

当第２四半期の業績を踏まえ、同社の繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、

繰延税金資産 38 百万円の取崩しを行い、これを当第２四半期の税金費用に計上したため、

四半期純利益は２億 40 百万円（同 15.9％減）となりました。 

また、１株当たり四半期純利益は 57 円 99 銭（前年同期は 67 円 41 銭）となりました。 

 

事業部門別の業績は、次のとおりです。 

 

＜プロダクト事業＞ 

当第２四半期のプロダクト事業売上は、18 億 22 百万円（前年同期比 9.5％減）となり、

売上高構成比は 94.5％（前年同期は 93.5％）となりました。 

重点注力している、高品質な IT サービスを実現する「LMIS（エルミス）」が、中長期的

なコスト削減や IT システムの全体最適化へのニーズに合致し、大手企業３社に新規採用さ

れました。 

さらに、主力製品「A-AUTO（エーオート）」や統合証跡管理ツール「Loganizer（ロガナ

イザー）」が、SaaS やクラウドコンピューティング等のオンデマンド型サービス事業者にお
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いて、IT インフラ基盤として標準採用されるなど、新規案件の受注が徐々に活発化してき

ました。 

しかしながら、厳しい企業収益を背景に顧客における予算執行の動きは鈍く、受注拡大

に苦戦したこと等により、オープン系のプロダクト売上は前年同期比で減少しました。 

一方、メインフレーム系プロダクト売上は、専任チームによる期初からのきめ細かな提

案・営業活動が奏功し、計画を上回る推移となりました。 

なお、安定的なストック収入である、製品導入後のサポート業務による保守サービス売

上は、堅調に推移しました。 

 

＜ソリューション事業＞ 

当第２四半期のソリューション事業売上は、１億６百万円（前年同期比 23.8％減）とな

り、売上高構成比は 5.5％（前年同期は 6.5％）となりました。 

ITIL®関連の運用改革や業務改善等に対する潜在ニーズは大きいものの、厳しい受注環境

のなかコンサルテーションを始めとするソリューションサービスの受注が伸び悩み、加え

て、新型インフルエンザ対策として人材育成セミナー等の開催数を抑えたことも影響し、

ソリューション事業の売上は減少しました。 

他方、「LMIS（エルミス）」の新規成約に際して、プロダクト導入前のアセスメントから

コンサルテーション、プロダクト導入後の受託開発、運用支援まで一貫して受注できたこ

とは、下期に向けて明るい材料となりました。 

 
（注）ITIL®（IT Infrastructure Library）：IT インフラストラクチャ・ライブラリ 

IT サービスマネジメントに関する業務プロセスや手法を体系的に標準化したフレームワーク。

1988 年に英国政府 OGC（Office of Government Commerce）によって策定。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期末（平成 21 年９月 30 日）における総資産は、前期末（平成 21 年３月 31

日）と比較して３億 57 百万円増加し、74 億７百万円となりました。これは主に、現預金が

６億 67 百万円増加した一方、未収法人税等が１億 48 百万円、長期性預金が１億 30 百万円

それぞれ減少したことによるものです。 

負債合計は、前期末と比較して２億 98 百万円増加し、10 億９百万円となりました。これ

は主に、未払法人税等が２億７百万円、前受金が 62 百万円それぞれ増加したことによるも

のです。 

純資産は、前期と比較して 58 百万円増加し、63 億 97 百万円となりました。これは主に、

四半期純利益が２億 40 百万円増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が１億 78

百万円減少したことによるものです。 

この結果、当第２四半期末における自己資本比率は 86.4％（前期末は 89.9％）となりま

した。 
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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」）は前期末と比較して 12

億 69 百万円増加し、42 億 50 百万円となりました。当第２四半期におけるキャッシュ・フ

ローの状況と主な要因は次のとおりです。 

 

（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７億 80 百万円（前年同期比 54.3％増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益４億 87 百万円（同 16.6％増）、法人税等の還付額１

億 62 百万円および減価償却費１億 27 百万円（同 6.2％減）等の資金増加があったことによ

るものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は６億 66 百万円（前年同期は 49 百万円の支出）となりま

した。収入の主な内容は定期預金の払戻収入７億 30 百万円（純額）であり、支出の主な内

容は、投資有価証券の取得支出 40 百万円、無形固定資産の取得支出 33 百万円（前年同期

比 24.3％減）です。 

 

（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１億 78 百万円（前年同期比 50.0％増）となりました。支

出の内容は、配当金の支払１億 78 百万円（同 50.1％増）によるものです。 

  

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期に入り、金融危機が世界的に収まりを見せつつある中で、景気回復の動きが

報じられてはいるものの、政権交代の影響や消費マインドの低迷などの不安定要素もあり、

景気の下振れリスクも存在しています。 

情報サービス産業においても、企業の IT 投資に対する意欲に大きな改善は見られず、引

き続き厳しい受注環境が続くものと見込まれます。 

こうした環境のもと、当社グループは、多様化、複雑化するニーズに対応し、顧客が抱

える課題や問題の解決に資する、満足度の高い製品やサービスの提供に努めてまいります。 

さらに、この厳しい環境を好機ととらえ、以下の新たな施策をスピーディに展開し、売

上拡大に取り組んでまいります。 

 

（1）IT サービスマネジメント領域の人員体制を質・量ともに拡充強化し、顧客の関心度が

高まりつつある IT サービス管理ツール「LMIS（エルミス）」の全国規模での拡販を推

進してまいります。 

（2）パートナー企業、子会社および部門連係を通じた組織的な営業展開の徹底と、顧客課

題の解決に直結したソリューション提案による新規案件の開拓を強化してまいります。 
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また、持続的な成長を実現していくために、クラウドコンピューティング等の新技術に

対応した独自のビジネスモデルの研究開発を一段と加速し、事業領域の拡充と収益基盤の

強化に取り組んでまいります。 

 

当期の業績予想については、前回（平成 21 年５月８日）発表した予想数値から変更はあ

りません。配当予想についても、１株当たり期末配当金 28 円、年間配当金 56 円の予想数

値から変更はありません。 

 

 

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） 

  該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年

度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によって

おり、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来

の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

 ②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。 

 

(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 

   受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る収益および費用の計上基準について

は、従来は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)および「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プロジェクトから、進捗部分について成果の確

実性が認められるプロジェクトについては進行基準(プロジェクトの進捗率の見積りは

原価比例法)を、その他のプロジェクトについては完成基準を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。 
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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 2,954,913 2,287,229

受取手形及び売掛金 582,140 509,023

有価証券 1,499,347 1,497,910

たな卸資産 8,549 4,022

繰延税金資産 236,715 249,329

その他 63,842 196,984

流動資産合計 5,345,508 4,744,498

固定資産   

有形固定資産 94,350 81,148

無形固定資産   

ソフトウエア 224,565 307,709

のれん 63,423 78,609

その他 1,966 2,119

無形固定資産合計 289,956 388,438

投資その他の資産   

投資有価証券 722,241 685,340

繰延税金資産 50,968 79,169

長期預金 700,000 830,000

その他 204,660 241,937

投資その他の資産合計 1,677,870 1,836,447

固定資産合計 2,062,177 2,306,034

資産合計 7,407,686 7,050,532

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,580 50,120

未払法人税等 208,478 709

賞与引当金 52,398 56,420

役員賞与引当金 7,662 －

保守サービス引当金 167,300 154,000

その他 465,859 383,688

流動負債合計 943,278 644,938

固定負債 66,426 66,426

負債合計 1,009,705 711,364

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,330,000 1,330,000

資本剰余金 1,450,500 1,450,500

利益剰余金 3,708,680 3,646,388

自己株式 △83,913 △83,913

株主資本合計 6,405,267 6,342,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,457 84

為替換算調整勘定 △2,828 △3,891

評価・換算差額等合計 △7,286 △3,807

純資産合計 6,397,980 6,339,167

負債純資産合計 7,407,686 7,050,532
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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 2,152,860 1,928,915

売上原価 97,555 92,042

売上総利益 2,055,305 1,836,872

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 479,596 435,247

賞与引当金繰入額 41,973 42,891

役員賞与引当金繰入額 9,575 7,662

保守サービス引当金繰入額 64,700 13,300

研究開発費 263,678 139,327

その他 823,105 748,899

販売費及び一般管理費合計 1,682,629 1,387,326

営業利益 372,675 449,545

営業外収益   

受取利息 10,096 9,223

受取配当金 28,588 28,048

その他 2,576 7,673

営業外収益合計 41,261 44,944

営業外費用   

投資事業組合運用損 － 1,240

為替差損 2,086 197

コミットメントフィー 1,000 1,000

営業外費用合計 3,087 2,437

経常利益 410,849 492,052

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 6,735 －

特別利益合計 6,735 －

特別損失   

固定資産除却損 － 4,978

特別損失合計 － 4,978

税金等調整前四半期純利益 417,585 487,073

法人税等 131,092 246,156

四半期純利益 286,492 240,917
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 844,552 716,265

売上原価 47,039 51,517

売上総利益 797,513 664,748

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 230,056 211,634

賞与引当金繰入額 17,163 25,135

役員賞与引当金繰入額 4,788 3,831

研究開発費 160,292 60,422

その他 372,790 325,273

販売費及び一般管理費合計 785,091 626,296

営業利益 12,421 38,452

営業外収益   

受取利息 6,815 4,949

法人税等還付加算金 － 4,597

その他 858 288

営業外収益合計 7,674 9,834

営業外費用   

投資事業組合運用損 － 1,240

為替差損 1,322 272

コミットメントフィー 500 500

営業外費用合計 1,822 2,013

経常利益 18,273 46,273

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 725 －

特別利益合計 725 －

税金等調整前四半期純利益 18,998 46,273

法人税等 26,755 71,467

四半期純損失（△） △7,757 △25,193
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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 417,585 487,073

減価償却費 135,775 127,353

のれん償却額 15,185 15,185

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,880 △4,022

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,700 7,662

保守サービス引当金の増減額（△は減少） 64,700 13,300

受取利息及び受取配当金 △38,684 △37,271

売上債権の増減額（△は増加） △74,890 △72,903

その他の資産・負債の増減額 28,716 58,584

小計 517,808 594,962

利息及び配当金の受取額 38,684 37,271

法人税等の支払額 △51,016 △14,256

法人税等の還付額 － 162,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,476 780,140

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 △203,800 △203,800

定期預金の払戻による収入 203,800 933,800

有形固定資産の取得による支出 △16,850 △27,758

無形固定資産の取得による支出 △43,715 △33,088

投資有価証券の取得による支出 － △40,002

投資その他の資産の増減額（△は増加） 11,288 37,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,277 666,428

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △115 －

配当金の支払額 △118,994 △178,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,109 △178,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,006 1,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 338,096 1,269,121

現金及び現金同等物の期首残高 3,166,790 2,981,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,504,886 4,250,460
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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