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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 25,269 △15.2 74 △95.8 177 △90.6 △264 ―
21年3月期第2四半期 29,811 ― 1,787 ― 1,879 ― 844 ―

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 △11.17 ―
21年3月期第2四半期 34.54 34.46

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 37,836 30,264 76.6 1,224.74
21年3月期 40,515 30,965 73.2 1,253.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  28,982百万円 21年3月期  29,664百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
22年3月期 ― 15.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 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 51,800 △13.7 1,500 △56.9 1,670 △53.5 470 △69.0 19.86
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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 
業績予想につきましては、業界の動向を含む経済状況、お客様の動向など、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としておりますが、種々の
不確実な要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。なお、上記業績予想に関する事項は、５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ください。 

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 25,222,266株 21年3月期  25,222,266株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,558,263株 21年3月期  1,558,263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 23,664,003株 21年3月期第2四半期 24,454,301株
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 当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益の

悪化に伴う設備投資の減少や、雇用情勢の悪化が進むなど、厳しい状況で推移いたしました。一方、海外経済の持

ち直しを背景とした輸出の増加、在庫調整の進捗や経済対策を背景とした生産の増加など、景気の先行きについて

は持ち直しの動きが見られます。 

 当社グループが属する情報サービス産業においても、顧客企業収益の悪化に伴い情報化投資における慎重な姿勢

が示された結果、新たな開発案件の減少や顧客企業での内製化に加え単価の下落傾向は続いておりますが、一部顧

客企業においては新規案件が開始されるなど、回復傾向にあります。 

 このような状況下にあって当社グループは、３カ年中期総合計画「WINNING PLAN Third Stage“Be the Most 

Reliable Partner!”」の取り組みとして、グループ経営の強化施策を背景とした「ＳＩ体制の充実」、「新規事業

基盤の確立」、「ＣＳＲの推進・認知度の向上」、「社員満足度の向上」に向けた取り組みを推進いたしました。

具体的には、営業協力体制の強化による既存顧客の深耕や新規顧客の開拓に努めるとともに、多様化するお客様の

ニーズに応えるため、これまで培った技術に加えＢＩツール（注）「データスタジオ＠ＷＥＢ」やＩＣカードを活

用したＩＤ統合管理ソリューション「Ｊｉｘ＠ｓ（ジクサス）」などの様々なツールやソリューションメニューを

展開するほか、オフショアによるシステム開発ニーズに応えるため、中国のビジネスパートナー２社との資本提携

を行うなどオフショア開発への対応力を強化いたしました。加えて、生産性向上や人的リソースの再配置など、中

長期的な取り組みを強化するとともに経費の効率的活用など、事業環境に即応した取り組みを推進しております。 

 また、お客様をはじめ、社会の信頼と期待に応えていくため、コンプライアンス体制、環境対策および情報セキ

ュリティ対策の強化などについて、中長期的な企業価値向上につながるとの認識のもと、不断の努力をしておりま

す。 

（注）ＢＩツール（ビジネス・インテリジェンス・ツール）：経営分析や生産性向上などのために、企業内に蓄積

したデータを集約、分析、整理するツール。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の連結経営成績は次のとおりであります。 

  

【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

  （単位：百万円）

  連結 
  

個別（参考） 
  

前年同期比 前年同期比 

売上高  13,283 ％ △15.2  8,528 ％ △16.0

営業利益  172 ％ △83.6  135 ％ △84.4

経常利益  247 ％ △77.0  149 ％ △83.1

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △90  －  78 ％ △80.7
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＜売上高の内訳＞ 

  

 売上高は132億83百万円（前年同期比15.2％減）となりました。主力の情報サービス事業においては、通信、サー

ビス、製造などの業種において、景気の悪化を背景とした情報化投資の見直しが発生したこと、金融業向けにおい

て、新たな大型案件など順調に増加しているものの、前年同期の特需である大型統合案件の終了などの影響によ

り、システムエンジニアリングサービス売上高は前年同期と比べ減少いたしました。また、製造などの業種におい

て、大型運用案件の終了に加え運用コスト削減などの影響により、オペレーションエンジニアリングサービス売上

高は前年同期と比べ減少しております。その他の事業において、人材派遣売上高はほぼ前年同期並みに推移したも

のの、プロダクトサービス売上高において、連結子会社における特定顧客からの大口受注により前年同期と比べて

増加しております。 

 売上原価は118億45百万円（前年同期比9.9％減）となり、売上総利益は14億37百万円（前年同期比43.0％減）と

なりました。売上総利益の減少は、売上高の減少および受注条件の悪化が主な要因でありますが、加えて一部案件

において不採算が発生したことが影響しております。  

 販売費及び一般管理費は、３カ年中期総合計画「WINNING PLAN Third Stage“Be the Most Reliable 

Partner!”」の重点戦略である「新規事業基盤の確立」施策に基づくソリューション提案力の強化や研究開発など

の戦略的費用を中長期的な取り組みとして増加させましたが、組織体制の見直しや費用削減に向けた生産性向上へ

の取り組みの強化により、前年同期より減少しております。 

 この結果、営業利益は１億72百万円（前年同期比83.6％減）、経常利益は２億47百万円（前年同期比77.0％減）

となりました。また、特別損失として関係会社との取引における過年度の未実現利益の修正損を２億８百万円計上

したことにより、四半期純損失は90百万円（前年同期は４億76百万円の四半期純利益）となりました。 

 平成22年３月期第１四半期の連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年８月13日公表の、平成22年

３月期第１四半期決算短信をご参照下さい。 

  

 各事業における営業概況は次のとおりであります。 

  

情報サービス事業 

［システムエンジニアリングサービス］ 

 金融業向け大型案件など、新たな受注は増加しているものの、通信やサービスなどの業種における情報化投資の

見直しと前年同期の金融業向け大型統合案件終了の影響をカバーするにいたらず、売上高は減少いたしました。 

  

［オペレーションエンジニアリングサービス］ 

 製造などの業種において、大型運用案件の終了に加え、運用コスト削減などの影響により受注が減少し、売上高

は減少いたしました。 

  

  （単位：百万円）

  連結 
  

個別（参考） 
  

前年同期比 前年同期比 

情報サービス 

システム 

エンジニアリングサービス 
 8,642 ％ △19.5  5,691 ％ △15.7

オペレーション 

エンジニアリングサービス 
 2,859 ％ △11.2  2,619 ％ △13.5

小計  11,501 ％ △17.6  8,311 ％ △15.0

その他 

プロダクトサービス  485 ％ 21.3  216 ％ △41.6

人材派遣  1,290 ％ △1.0  －  －

教育  5 ％ △32.5  －  －

小計  1,781 ％ 4.1  216 ％ △41.6

合計  13,283 ％ △15.2  8,528 ％ △16.0
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その他の事業 

［プロダクトサービス］ 

 特定顧客からの大口受注の影響により、前年同期と比べ売上高は増加いたしました。 

  

［人材派遣］ 

 前年同期に好調であった通信業向け販売サポート業務が減少するなど、厳しい状況でありましたが、コールセン

タ案件などの新規受注により、売上高は前年同期並みに推移いたしました。 

 なお、この事業はデータリンクス株式会社で行っております。 

  

［教育］ 

 前年同期の当社グループ以外の顧客からの受注が減少し、前年同期と比べ売上高は減少いたしました。 

 なお、この事業は株式会社ＭＩＲＵＣＡで行っております。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は378億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ26億79百万円減少してお

ります。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少18億55百万円、および現金及び預金の減少７億47百万円でありま

す。受取手形及び売掛金は、連結会計年度末に計上される売上高が他の月に比べ多いため、四半期決算における前連

結会計年度末対比では、恒常的な季節変動として減少すること、また、現金及び預金は、賞与や法人税等の支払によ

り減少することが主な要因であります。 

 負債は75億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億78百万円減少しております。主な要因は、外注費の削減

よる買掛金の減少６億49百万円、および税金等調整前四半期純利益が減少したことによる未払法人税等の減少５億56

百万円であります。 

 純資産は302億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億１百万円減少しております。主な要因は、剰余金の

配当による減少４億73百万円、および四半期純損失２億64百万円によるものであります。 

  

 景気の動向は不透明な状態であり、企業の情報化投資は慎重な姿勢が続くことが予想され、厳しい経営環境が続く

ものと予想しております。 

 このような状況下にあって当社グループは、計画している大型案件の受注に注力し、引き続きグループ総合力の強

化、新規事業基盤の創出を推進する一方、既存主力分野での開発案件の継続的な品質管理や生産性向上はもとより、

要員配置の最適化などによる徹底した収益性の向上を図ってまいります。 

 以上のことより平成21年10月21日に公表いたしました通期業績予想につきましては修正はございません。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法  

 当第２四半期連結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、前連結会計年度末の実地棚卸

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。  

② 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、連結会計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．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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③ 税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。   

  

会計処理基準に関する事項の変更  

 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）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

間に着手した工事契約から、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工

事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、その他の工事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122,773千円増加し、営業利益および経常利益は13,684千円

増加、税金等調整前四半期純損失は13,684千円減少しております。 

  

  

（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
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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 10,023,146 10,770,477

受取手形及び売掛金 6,825,383 8,680,703

商品 35,405 23,037

仕掛品 1,585,947 1,275,297

貯蔵品 13,624 22,101

その他 1,802,889 1,753,971

貸倒引当金 △197,419 △196,794

流動資産合計 20,088,979 22,328,794

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,431,725 6,431,725

その他（純額） 2,766,332 2,847,139

有形固定資産合計 9,198,057 9,278,864

無形固定資産   

のれん 2,337,397 2,741,312

その他 3,091,282 3,170,874

無形固定資産合計 5,428,680 5,912,187

投資その他の資産 3,120,310 2,996,099

固定資産合計 17,747,048 18,187,151

資産合計 37,836,027 40,515,946

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,349,036 1,998,223

短期借入金 45,170 45,140

1年内返済予定の長期借入金 391,748 344,888

未払法人税等 288,752 845,380

賞与引当金 2,267,895 2,370,574

役員賞与引当金 24,662 53,579

受注損失引当金 75,131 163,894

その他 2,057,171 2,409,804

流動負債合計 6,499,567 8,231,485

固定負債   

長期借入金 234,507 453,811

退職給付引当金 410,846 472,822

役員退職慰労引当金 229,608 364,408

その他 197,027 27,692

固定負債合計 1,071,989 1,318,734

負債合計 7,571,557 9,550,219
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,113,000 6,113,000

資本剰余金 6,193,091 6,193,091

利益剰余金 18,293,236 19,030,944

自己株式 △1,608,609 △1,608,609

株主資本合計 28,990,718 29,728,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,458 △63,728

評価・換算差額等合計 △8,458 △63,728

少数株主持分 1,282,211 1,301,028

純資産合計 30,264,470 30,965,726

負債純資産合計 37,836,027 40,515,946

－ 8 －
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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 29,811,107 25,269,548

売上原価 24,890,942 22,445,985

売上総利益 4,920,164 2,823,562

販売費及び一般管理費 3,132,882 2,749,029

営業利益 1,787,281 74,533

営業外収益   

受取利息 10,527 6,906

受取配当金 40,413 16,309

受取保険金 29,500 －

助成金収入 － 63,560

その他 25,966 24,472

営業外収益合計 106,407 111,248

営業外費用   

支払利息 12,796 5,564

その他 915 2,831

営業外費用合計 13,712 8,395

経常利益 1,879,976 177,385

特別損失   

前期損益修正損 － 208,131

固定資産除却損 5,885 5,001

のれん償却額 111,730 －

事務所移転費用 － 29,646

その他 15,487 1,369

特別損失合計 133,103 244,148

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,746,873 △66,762

法人税等 829,646 162,499

少数株主利益 72,624 35,165

四半期純利益又は四半期純損失（△） 844,601 △264,427
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㈱ＤＴＳ（9682）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



(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 15,666,492 13,283,205

売上原価 13,146,872 11,845,968

売上総利益 2,519,620 1,437,237

販売費及び一般管理費 1,467,261 1,265,158

営業利益 1,052,358 172,078

営業外収益   

受取利息 8,304 2,984

受取配当金 152 －

受取保険金 10,000 －

助成金収入 － 62,060

その他 14,661 14,123

営業外収益合計 33,118 79,167

営業外費用   

支払利息 5,671 2,794

デリバティブ評価損 1,721 －

その他 285 700

営業外費用合計 7,677 3,495

経常利益 1,077,798 247,751

特別損失   

前期損益修正損 － 208,131

固定資産除却損 － 4,598

のれん償却額 111,730 －

事務所移転費用 － 29,646

その他 15,487 1,369

特別損失合計 127,218 243,745

税金等調整前四半期純利益 950,580 4,005

法人税等 432,631 77,851

少数株主利益 41,199 16,539

四半期純利益又は四半期純損失（△） 476,749 △90,385
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,746,873 △66,762

減価償却費 558,164 633,682

のれん償却額 516,493 403,915

賞与引当金の増減額（△は減少） 433,677 △102,678

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,150 △28,917

受注損失引当金の増減額（△は減少） 106,862 △88,762

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,308 △61,976

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,524 △134,800

売上債権の増減額（△は増加） 1,370,306 1,855,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △795,904 △314,541

仕入債務の増減額（△は減少） △242,620 △649,186

その他 △1,228,992 △32,401

小計 2,454,493 1,412,889

利息及び配当金の受取額 49,442 24,089

利息の支払額 △11,546 △5,979

法人税等の支払額 △1,611,859 △800,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 880,529 630,016

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 △2,556 △125,000

定期預金の払戻による収入 5,503 10,000

有形固定資産の取得による支出 △125,012 △38,244

無形固定資産の取得による支出 △386,441 △637,372

投資有価証券の取得による支出 △424 △438

投資有価証券の償還による収入 500,000 －

その他 △961 △3,184

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,892 △794,240

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） △870,399 30

長期借入金の返済による支出 △267,712 △172,444

自己株式の処分による収入 56,750 －

自己株式の取得による支出 △1,076 －

配当金の支払額 △608,758 △471,155

少数株主への配当金の支払額 △58,205 △54,314

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,749,401 △697,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △878,784 △862,331

現金及び現金同等物の期首残高 11,242,238 10,740,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,363,454 9,878,146
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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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(1) 生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績は、以下のとおりであります。 

（注） 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。なお、セグメント間の取引は、相殺消

去しております。 

  

(2) 受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況は、以下のとおりであります。 

（注） 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。なお、セグメント間の取引は、相殺消

去しております。 

  

(3) 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績は、以下のとおりであります。 

（注）１ 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。なお、セグメント間の取引は、相殺  

消去しております。 

   ２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。なお、前

第２四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割

合が100分の10未満のため、記載を省略しております。   

６．生産、受注及び販売の状況

事業の種類の名称 生産高（千円） 前年同四半期比(％) 

情報 

サービス 

システムエンジニアリングサービス  16,263,423    △19.3

オペレーションエンジニアリングサービス  5,783,849  △9.9

合計  22,047,273  △17.0

事業の種類の名称 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
(％) 

情報 

サービス 

システム 

エンジニアリングサービス 
 15,152,902  △23.0  8,909,676  △24.2

オペレーション 

エンジニアリングサービス 
 1,615,292  △20.9  4,510,804  △11.5

小計  16,768,194  △22.8  13,420,480  △20.3

その他 

プロダクトサービス  667,040  1.1  82,356  △54.5

人材派遣  2,328,256  △9.6  1,139,754  △42.2

教育  1,767  △84.9  4,480  △1.5

小計  2,997,064  △7.7  1,226,591  △43.1

合計  19,765,259  △20.8  14,647,072  △22.9

事業の種類の名称 販売高（千円） 前年同四半期比(％) 

情報 

サービス 

システムエンジニアリングサービス  16,263,423  △19.3

オペレーションエンジニアリングサービス  5,783,849  △9.9

小計  22,047,273  △17.0

その他 

プロダクトサービス  614,518  0.7

人材派遣  2,602,071  △1.2

教育  5,684  △34.4

小計  3,222,275  △0.9

合計  25,269,548  △15.2

相手先 

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） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  －  －  2,532,607  10.0
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