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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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6月期第2四半期 2,177 △21.4 △4 ― △1 ― 55 41.1
21年6月期第2四半期 2,770 ― 32 ― 19 ― 38 ―

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6月期第2四半期 222.90 ―
21年6月期第2四半期 157.94 ―

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6月期第2四半期 4,840 4,043 83.5 16,385.06
21年6月期 5,011 4,117 82.2 16,684.38

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  4,043百万円 21年6月期  4,117百万円

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6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 500.00 500.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 5,003 △9.5 150 △34.4 163 △30.7 176 △6.3 713.18

- 1 -



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  

(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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点での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。なお、上記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」をご覧ください。 

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6月期第2四半期 263,400株 21年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  16,618株 21年6月期  16,618株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 246,782株 21年6月期第2四半期 246,782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 

当社の企業集団は、当社、子会社２社で構成されており、ソフトウェアの開発、販売、保守とハードウ

ェアの販売を主な事業内容としています。 

当第２四半期連結累計期間の国内経済情勢は、景気が持ち直してきているとみられる一方、企業物価指

数の顕著な下落等デフレ傾向の長期化が懸念され、個人消費も弱い動きが続くなかで、企業の設備投資は

大きく減少しています。 

当社の主要な事業領域であるクレジットカードや証券、金融の各業界においても、厳しい経営環境のな

か、システム投資等を抑制する傾向に大きな変化は見られませんでした。 

こうした厳しい事業環境において、当社は、既存顧客からの受注案件を中心として積極的に事業を進め、

期初の予想を上回る業績を上げることができました。また、受託開発プロジェクトの管理を強化しつつ経

費節減を行う等効率的な事業推進に努めた結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高 2,177 百

万円（前年同四半期比 21.4％減）、経常損失１百万円（前年同四半期は 19 百万円の経常利益）、四半期純利

益 55 百万円（前年同四半期比 41.1％増）となりました。 

平成 21 年８月 12 日に発表した当第２四半期連結累計期間の業績予想を大幅に上回る業績となりました

が、主な理由は、当初第３四半期以降に売上を計画していた複数の案件が前倒し完了したことによるもの

であります。新規受注案件による売上も相対的に小規模であるため、現在のところ通期予想売上高が大き

く増加することは見込まれておりませんので、当事業年度通期業績予想の修正はありません。 

厳しい事業環境のなか、当社は、平成 22年１月１日より営業本部を設置し、既存顧客との関係を強化し、

また、新規事業分野への積極的な営業活動を強化することで収益力を高める取組みを行っており、通期業

績予想の達成を目指しつつ新しい成長機会の獲得のための取組みを積極的に進めています。 

当第２四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

  カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びに「NET+１」パッケージ販売やハードウェア販売等により、当第２

四半期連結累計期間の売上高は 1,196 百万円（前年同四半期比 26.6％減）、営業利益は 421 百万円（前年

同四半期比 20.3％減）となりました。 

  厳しい経済環境のなか、クレジットカード会社各社は、システム投資を全般に抑制する傾向が強く、

また、貸金業法及び割賦販売法の改正に対応するためのシステム投資が優先的に実施されるため、当業

務の収益は特に大きな影響を受けています。 

  反面、業法改正に対応するシステム投資需要は、当社にとって事業機会でもあり、新規開発案件の受

注への活動を積極的に行っています。 

 

・システムソリューション業務 

  システムソリューション業務においては、当社の主要顧客である証券会社等からのシステム開発受託

及びシステム保守並びに当社開発製品の販売等により当第２四半期連結累計期間の売上高は 792 百万円

（前年同四半期比 0.9％増）、営業利益は 122 百万円（前年同四半期比 216.1％増）となりました。 

  特に、東証次世代売買システム「arrowhead」の稼動開始に伴い当社開発製品「RIX」の販売が順調に

推移したほか、クレジットカード会社よりハードウェアを受注、販売することができました。 

 

・セキュリティシステム業務 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセキュ

リティ製品の販売等により当第２四半期連結累計期間の売上高は 188 百万円（前年同四半期比 46.7％減）、

営業損失は 280 百万円（前年同四半期は 196 百万円の営業損失）となりました。 

    前述のとおり企業の設備投資が全般に減少しており当業務は厳しい環境におかれていますが、既存顧

客を中心に情報セキュリティソリューションを幅広く提案する営業活動を行っており、多くの顧客にと

っては新年度となる４月以降の受注成約へ向けて粘り強く活動を進めています。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ171百万円減少し、4,840

百万円になりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 85 百万円増加し、3,212 百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金 102 百万円の減少がありましたが、受取手形及び売掛金 180 百万円

及びたな卸資産 77 百万円の増加があったためであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 257 百

万円減少し、1,627 百万円となりました。これは主に投資有価証券 61 百万円の減少、繰延税金資産 132

百万円の減少及び敷金及び保証金 60 百万円の減少によるものであります。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 97 百万円減少し、796

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 46 百万円の減少及び未払費用 41 百万円の減少

によるものであります。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 73 百万円減少し、

4,043 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 68 百万円の減少によるものであります。 

 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,581 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて、103 百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりで

あります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、248 百万円の支出（前年同

四半期は 79 百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 128 百万円がありま

したが、売掛債権の増加額 212 百万円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、279 百万円の収入（前年同

四半期は 68 百万円の支出）となりました。これは主に、匿名組合出資金の払戻しによる 210 百万円の収

入及び敷金及び保証金の回収額 63 百万円の収入があったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、122 百万円の支出（前年同

四半期は 121 百万円の支出）となりました。これは、配当金の支払による 122 百万円の支出があったた

めであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 22 年２月３日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での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、予想数値と異なる場合があります。 

 

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） 

    該当事項はありません。 
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 （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 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が無い

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  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。 

  ③ 繰延税金資産及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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（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 

    受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準の変更 

受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用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

連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した受注制作ソフトウェア開発契約から、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、その他の契約については工事完成基準を適用してお

ります。 

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

 

     

 



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12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,582,629 1,685,585

受取手形及び売掛金 1,075,155 894,354

たな卸資産 287,042 209,226

その他 279,891 348,045

貸倒引当金 △12,320 △10,250

流動資産合計 3,212,399 3,126,962

固定資産   

有形固定資産 387,018 405,154

無形固定資産 177,546 157,052

投資その他の資産   

投資有価証券 － 529,672

その他 1,160,504 891,170

貸倒引当金 △97,243 △98,017

投資その他の資産合計 1,063,261 1,322,825

固定資産合計 1,627,825 1,885,032

資産合計 4,840,225 5,011,995

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 243,582 289,820

未払法人税等 18,609 －

賞与引当金 49,865 59,024

役員賞与引当金 10,444 24,273

その他 263,589 323,918

流動負債合計 586,091 697,036

固定負債   

退職給付引当金 154,050 143,898

役員退職慰労引当金 54,947 51,970

その他 1,597 1,685

固定負債合計 210,595 197,554

負債合計 796,687 894,591
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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12月31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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 568,778 568,778

利益剰余金 3,931,429 3,999,812

自己株式 △1,280,609 △1,280,609

株主資本合計 4,063,347 4,131,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,318 34,913

為替換算調整勘定 △61,128 △49,241

評価・換算差額等合計 △19,809 △14,327

純資産合計 4,043,537 4,117,404

負債純資産合計 4,840,225 5,011,995
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,770,619 2,177,858

売上原価 1,801,697 1,503,149

売上総利益 968,921 674,709

販売費及び一般管理費 936,784 679,492

営業利益又は営業損失（△） 32,137 △4,783

営業外収益   

受取利息 1,861 548

受取配当金 370 185

法人税等還付加算金 － 2,139

その他 3,914 6,178

営業外収益合計 6,145 9,051

営業外費用   

コミットメントフィー 2,738 2,731

為替差損 15,546 2,103

その他 652 585

営業外費用合計 18,936 5,420

経常利益又は経常損失（△） 19,345 △1,151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,950 －

匿名組合投資利益 16,337 138,596

事務所閉鎖損失引当金戻入額 42,610 －

特別利益合計 68,898 138,596

特別損失   

固定資産除却損 － 3,016

減損損失 － 2,343

保険解約損 － 3,518

過年度退職給付費用 13,021 －

その他 6,117 －

特別損失合計 19,139 8,877

税金等調整前四半期純利益 69,104 128,567

法人税、住民税及び事業税 381 335

法人税等調整額 29,746 73,224

法人税等合計 30,128 73,560

四半期純利益 38,976 55,007
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31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 69,104 128,567

減価償却費 43,926 45,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31,518 1,295

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,807 △9,159

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,500 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,255 △13,828

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △85,790 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,976 10,152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,440 2,977

固定資産除却損 － 3,016

減損損失 － 2,343

保険解約損益（△は益） － 3,518

受取利息及び受取配当金 △2,231 △733

コミットメントフィー 2,738 2,731

匿名組合投資損益（△は益） △16,337 △138,596

投資有価証券評価損益（△は益） 3,718 －

売上債権の増減額（△は増加） 216,185 △212,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,423 △77,815

仕入債務の増減額（△は減少） △41,760 △45,966

その他 △36,727 △16,502

小計 147,352 △314,612

利息及び配当金の受取額 1,781 822

コミットメントフィーの支払額 △2,193 △2,765

法人税等の還付額 － 76,702

法人税等の支払額 △67,065 △8,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,874 △248,456

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △10,730 △299

投資有価証券の売却による収入 － 62,980

匿名組合出資金の払戻による収入 － 210,802

有形固定資産の取得による支出 △34,407 △5,873

無形固定資産の取得による支出 △40,619 △50,053

敷金及び保証金の差入による支出 △12,718 △3,825

敷金及び保証金の回収による収入 32,146 63,965

保険積立金の積立による支出 △9,032 △6,721

保険積立金の解約による収入 － 12,523

貸付けによる支出 － △3,900

その他 6,980 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,381 279,597
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △121,340 △122,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,340 △122,189

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,974 △12,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,873 △103,079

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,819 1,684,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,425,946 1,581,099
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 （4） 継続企業の前提に関する注記 

    当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

     該当事項はありません。 

 

 （5） セグメント情報 

  ａ．事業の種類別セグメント情報 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
1,630,412 785,998 354,208 2,770,619 ― 2,770,619

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 1,630,412 785,998 354,208 2,770,619 ― 2,770,619

営業利益又は営業損失(△) 529,243 38,642 △196,788 371,097 （338,960) 32,137

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 
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    当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
1,196,155 792,780 188,922 2,177,858 ― 2,177,858

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 1,196,155 792,780 188,922 2,177,858 ― 2,177,858

営業利益又は営業損失(△) 421,757 122,131 △280,850 263,038 （267,821) △4,783

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売、文書暗号化ソフト「EUCSecure」製品の販売 

 

  ｂ．所在地別セグメント情報 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日）及び当第２四半期

連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  ｃ．海外売上高 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日）及び当第２四半期

連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

    海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 （6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日）及び当第２四半期

連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

    該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

   生産、受注及び販売の状況 

(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を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日) 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
生産高(千円) 

構成比
（％）

生産高(千円) 
構成比
（％）

生産高(千円) 
増減率
（％）

カードビジネスのフロン
ト業務 

946,185 55.6 646,787 53.4 △299,398 △31.6

システムソリューション
業務 

575,937 33.9 511,832 42.3 △64,105 △11.1

セキュリティシステム 
業務 

179,298 10.5 51,753 4.3 △127,544 △71.1

合計 1,701,421 100.0 1,210,373 100.0 △491,048 △28.9

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 生産実績は、販売価格により表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日) 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
受注高(千円) 

受注残高 
（千円） 

受注高(千円)
受注残高 
（千円） 

受注高(千円) 
受注残高 
（千円） 

カードビジネスのフロン
ト業務 

1,300,542 737,119 870,939 765,221 △429,603 28,102

システムソリューション
業務 

633,055 737,984 629,396 655,030 △3,659 △82,954

セキュリティシステム 
業務 

398,448 144,675 185,094 61,329 △213,354 △83,346

合計 2,332,047 1,619,779 1,685,430 1,481,581 △646,616 △138,198

 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



㈱インテリジェント ウェイブ(4847) 平成 22 年６月期 第２四半期決算短信 

 - 14 -

 
(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を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日) 

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
販売高(千円) 

構成比
（％）

販売高(千円) 
構成比
（％）

販売高(千円) 
増減率
（％）

カードビジネスのフロン
ト業務 

1,630,412 58.8 1,196,155 54.9 △434,257 △26.6

システムソリューション
業務 

785,998 28.4 792,780 36.4 6,782 0.9

セキュリティシステム 
業務 

354,208 12.8 188,922 8.7 △165,285 △46.7

合計 2,770,619 100.0 2,177,858 100.0 △592,760 △21.4

 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 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 

 

当第２四半期連結累計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 

楽天ＫＣ（株） 266,498 12.2

（株）大和総研 224,702 10.3

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 




