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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 26,978 0.7 4,049 2.7 4,056 1.3 2,305 6.1
21年9月期第2四半期 26,788 ― 3,941 ― 4,003 ― 2,173 ―

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9月期第2四半期 86.31 ―

21年9月期第2四半期 78.77 ―

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9月期第2四半期 66,347 50,218 73.8 1,833.52
21年9月期 63,398 48,458 74.5 1,767.92

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  48,975百万円 21年9月期  47,223百万円

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9月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00

22年9月期 ― 22.00

22年9月期 
（予想）

― 22.00 44.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9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 53,600 0.6 5,500 △18.5 5,550 △17.9 3,250 △14.0 121.67
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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  
一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。 
また、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理については、該当事項はありません。 

(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、９頁【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 

平成２２年９月期の連結業績予想は、平成２２年４月３０日付で発表した業績予想から変更していません。上記の予想は、本資料発表日現在において入 
手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

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9月期第2四半期 26,731,033株 21年9月期  27,916,833株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  19,675株 21年9月期  1,205,516株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 26,711,330株 21年9月期第2四半期 27,590,052株
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１．当第２四半期の事業内容と経営成績 

 株式会社ＴＫＣ及びその連結子会社等５社を含む連結グループの当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上

高は26,978百万円（前年同四半期比0.7％増）、営業利益は4,049百万円（前年同四半期比2.7％増）、経常利益は4,056百

万円（前年同四半期比1.3％増）、当期純利益は2,305百万円（前年同四半期比6.1％増）の業績となりました。 

 当期における部門別の売上高の推移は以下のとおりです。 

（１）会計事務所部門の売上高の推移 

 ①ＴＫＣ会員（会計事務所）向けのコンピュータ・サービス売上高は、前年同四半期比マイナス1.8％となりました。

この主な要因は平成２２年９月期第１四半期においてＴＫＣ会員の関与先データ処理量が前年割れとなったことによ

るものです。しかしながら、平成２２年１月以降第２四半期に入って、前期に入会された新規会員による関与先デー

タ処理量の増加もあり、回復基調にあります。 

 ②ＴＫＣ会員及び関与先企業向けのソフトウェア製品売上高は、前年同四半期比プラス4.9％となりました。これは、

ＴＫＣ会員向けの贈与税申告書作成システム(TPS7000)の受注が増加したこと、並びにＴＫＣ会員が関与先企業向け

に推進する自計化システム（ＦＸ２）導入件数が増加し、レンタル料収入が増加したことなどによるものです。 

 ③中堅・大企業向けの連結納税や法人税申告等に係るソフトウェア製品売上高は前年同四半期比プラス38.8％となりま

した。これらのシステムは、当社の強みを活かす製品として市場競争力も高く、導入企業が増加しています。 

 ④ＴＫＣ会員事務所及び関与先企業向けのパソコン・サーバ等のハードウェア売上高は大きく減少し、前年同四半期比

マイナス18.9％となりました。Windows7対応パソコンの販売開始によりパソコン販売台数は増加しましたが、関与先

企業向けサーバの出荷台数等が減少したことにより、前年を下回る結果となっています。なお、本年6月以降には自

計化システムの「.NET版」のリリースを予定しており、パソコンのリプレースも進むと見込まれます。 

（２）地方公共団体部門の売上高の推移 

 ①市町村向けのソフトウェア製品売上高は、前年同四半期比プラス34.1%となりました。これは、平成21年10月から開

始された個人住民税における公的年金からの特別徴収制度への対応、並びに医療制度の改正等に伴うシステム改修業

務の受託があったことなどによるものです。 

 ②市町村向けのハードウェア売上高は、前年同四半期比プラス40.5%となりました。これは、基幹システム及び公会計

システムのリプレース受注が増加したことなどによるものです。 

 ③市町村向けのＡＳＰサービス売上高は、前年同四半期比プラス84.0%となりました。これは、地方税の電子申告受付

開始に伴い、その付加価値サービスの開発と積極的な同業他社とのアライアンス戦略の展開により、利用団体数が大

幅に伸びたことによるものです。 

 ④市町村向けのコンピュータ・サービス売上高は、前年同四半期比マイナス13.6%となりました。これは、前年度に追

加的に実施した定額給付金処理、固定資産税評価替処理等の特別処理が終了したことによるものです。 

 ⑤システム・コンサルティング・サービス売上高は、前年同四半期比マイナス19.7%となりました。これは、前年度に

約600団体のｅＬＴＡＸ接続及び地方税電子申告受付に伴う初期導入業務を行いましたが、当期はすべての地方公共

団体がｅＬＴＡＸ接続を完了したことに伴い、電子申告受付サービスを150団体超で追加受注したものの、新規受注

は70団体超に止まったことによります。 

（３）印刷部門（子会社：東京ラインプリンタ印刷株式会社）の売上高の推移 

 ①帳票関連の売上高は、前年同四半期比マイナス7.0％となりました。これは、企業のＩＴ化の推進やペーパーレス化

により、従来型の帳票は減少傾向にあるためです。 

 ②DPS関連商品の売上高は、前年同期比プラス3.1％となりました。前期より顧客のDM発注中止や印刷物の発注先送りが

続いておりましたが、ここにきて若干回復基調になりつつあります。 

 ③内製化の推進により、外注比率は前年同四半期に比べて1.5％改善しました。 

  

２．会計事務所部門の事業内容と経営成績 

（１）ＴＫＣ全国会の重点活動テーマ 

 会計事務所部門は、会社定款に定める事業目的（第２条第１項：「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する

計算センターの経営」）に基づいて、当社の顧客である税理士または公認会計士が組織するＴＫＣ全国会（会員数は1

万61名：平成22年3月31日現在）との密接な連携のもとで事業活動を展開しています。 

  ＴＫＣ全国会は、平成22年1月22日に開催された「ＴＫＣ全国会政策発表会」において、平成22年1月から23年12月ま

での統一行動テーマを、『変化をチャンスに。つかみとれ、未来を！～めざせ！元気な会社のビジネスドクター～』と

し、これを実現するための具体的な３つの重点活動と１０の行動指針を決定して、積極的な活動を開始しました。 

①重点活動テーマ 

  1)社会的使命を果たす書面添付（税理士法第３３条の２に基づく書面添付）の拡大 

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
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  2)企業の永続的発展に役立つ経営改善支援 

  3)会員事務所の業務品質と経営効率の向上 

②行動指針 

 1)黒字決算割合の向上 

 2)翌月巡回監査率の向上 

 3)巡回監査支援システムによる巡回監査の質的向上 

 4)書面添付実践件数の増大 

 5)記帳適時性証明書の金融機関と経営者への啓蒙 

 6)中期経営計画による経営改善の支援 

 7)経営者に気づきとやる気を与える経営助言の実践 

 8)経営者の計数管理能力向上支援 

 9)「ＯＭＳ」（税理士事務所オフィス・マネジメント・システム）＋スケジューラ活用による経営の合理化 

 10)関与先のトータル・リスク管理指導 

  当社では、 新の情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に活用し、ＴＫＣ会員事務所とその関与先である中小企業の存続

と発展に役立つコンピュータ・サービス、ソフトウェア製品、コンサルティング・サービスを充実させ、全国のＴＫＣ

会員がその成果を等しく活用できるよう、支援体制の強化に取り組んでいます。 

（２）会計事務所部門の平成22年9月期の基本方針 

 ＴＫＣ全国会の新しい重点活動テーマは、経営改善計画策定のための「継続ＭＡＳ支援システム」、業績管理体制構

築のための「戦略財務情報システム（ＦＸ２）」及び「巡回監査支援システム」など、当社が提供するシステムと一体

となっています。このため当社では、ＴＫＣ全国会の指導のもとで、以下の５つに取り組んでいます。 

 ①ＴＫＣ会員１万名超の達成と財務マスターの増大 

 ②ＴＫＣ会員の関与先の拡大を目指すＫＦＳの導入支援 

 ③ＴＫＣ会員の関与先の黒字決算と経営承継のための支援 

 ④税務ソフトを中心に、中堅・大企業をＴＫＣ会員の関与先とするための活動 

 ⑤法律情報データベース市場の拡大 

 （注）平成21年6月にＴＫＣ会員１万名超体制を達成しました。現在、この活動により急増した新入会員に対するシ

ステムの移行支援を展開しています。 

 （注）ＫＦＳ 

 Ｋ：当社が提供する、経営改善計画策定のための「継続ＭＡＳシステム」 

 Ｆ：当社が提供する、業績管理体制の整備のための「戦略財務情報システム（ＦＸ２）」 

 Ｓ：税理士法33条の2に基づく「書面添付」 

 当社では、これらの活動を通じて、ＴＫＣ会員事務所がこの不況下においてもさらなる成長発展ができるよう、多重

的な支援活動を行ってまいります。 

（３）ＴＫＣ全国会の重点活動テーマに対する支援活動 

①社会的使命を果たす書面添付（税理士法第３３条の２に基づく書面添付）の拡大 

 当社では、ＴＫＣ会員事務所が作成する決算書の信頼性を高め、関与先企業の円滑な資金調達に貢献することを目

的として、平成21年9月から『会計帳簿作成の適時性（会社法第432条）と電子申告に関する証明書』（略称：「記帳

適時性証明書」）を発行しています。この証明書は、会社法に定める「適時に正確な会計帳簿の作成の義務」の遵守

に欠かせない月次の巡回監査と月次決算の実施状況と、税理士が法令に従って適正に作成した税務申告書であること

を疎明する「税理士法第33条の2の書面添付」の実践の有無を、当社が第三者として証明するもので、当社の計算セ

ンター利用による財務会計処理方式の特長を活かしたものとなっています。 

 当社ではこの「記帳適時性証明書」普及のため、積極的な広報活動を行うとともに、「日本経済新聞」や「ニッキ

ン」等への広告出稿、金融機関向け及び関与先企業向けパンフレットの会員事務所への提供など、ＴＫＣ会員事務所

のブランド・イメージの向上に取り組んでまいりました。その結果、平成21年11月にみなと銀行殿（本店：神戸市）

から発表された「みなとＴＫＣローン」を皮切りに、記帳適時性証明書の提出を条件として金利の優遇を行う商品が

各地の金融機関において発表されるなど、注目度は高まりつつあります。 

②企業の永続的発展に役立つ経営改善支援 

1)ＴＫＣ全国会では、企業の永続的発展に役立つ経営改善支援活動として、平成21年10月から12月にかけて、全国

2,893のＴＫＣ会員事務所主催による「ＴＫＣ経営革新セミナー２００９」を開催し、中小企業経営者を中心に4万

5,693名の参加を得ています。 

 当社では、このようなＴＫＣ全国会の活動が、関与先企業のＴＫＣ会員に対する満足度の向上、あるいは関与先拡

大につながるとの認識に立ち、ＴＫＣ会員事務所が主催するセミナーコンテンツの制作・提供、テレビＣＭ「黒字決

算支援」篇の放映、新聞広告を中心とした広報活動及びセミナー開催時の人的支援等を通じて、ＴＫＣ会員を支援し

てまいりました。 
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 また、当社ではＴＫＣ会員による経営改善支援活動の具体的なツールとなる、「継続ＭＡＳシステム」と「戦略財

務情報システム（ＦＸ２）」を提供し、その活用を推進しています。平成22年3月末現在、「継続ＭＡＳシステム」

は10万社超（前年比：108.8％）で活用されており、「ＦＸ２」は約15万社（前年比：105.4％）で活用されていま

す。 

③ＴＫＣ会員事務所の業務品質と経営効率の向上 

 1)「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム（ＯＭＳ）」の推進 

  当社では、ＴＫＣ会員事務所のＩＴ環境の整備による業務の統合化とペーパーレス化、さらにはＰＤＣＡの推進に

よる業務品質の改善を目的に、「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム（ＯＭＳ）」を積極的に推進して

います。国税及び地方税の電子申告や月次巡回監査及び書面添付を確実に実施するには、会計事務所の内部管理がこ

れまで以上に重要となっており、「ＯＭＳ」はＴＫＣ会員事務所にとって不可欠な業務インフラとなっています。な

お、当システムは、平成22年3月末現在で5,227事務所（前年同月比103.6％）に利用されています。 

 2) ＴＫＣ電子申告システムの利用促進 

 当社では、ＴＫＣ会員が実践する電子申告を支援するため、法人用「ＴＫＣ電子申告システム（ｅ－ＴＡＸ１００

０）」と個人用「ＴＫＣ電子申告システム（ｅ－ＴＡＸ２０００）」を提供しています。平成21年度においては、

6,697事務所で229万5,742件（前年比約108％）の国税の電子申告、並びに94万128件（前年比163％超）の地方税の電

子申告に利用されています。 

 このような「ｅ－ＴＡＸ１０００」の利用による電子申告の拡大は、「ｅ－ＴＡＸ１０００」に“一気通貫”でデ

ータ連携できる「ＴＫＣ法人決算申告システム（ＴＰＳ１０００）」等の処理件数の拡大につながっています。 

 3)「オンラインデポサービス」の提供 

 当社では、ＴＫＣ会員事務所の業務効率の向上を支援するため、平成21年7月1日に提供を開始した「ＲＡＴパトロ

ールⅡ」に続き、平成22年1月4日から「オンラインデポサービス」の提供を開始しました。このサービスは、関与先

企業の重要なデータをUSBメモリなどに保存して持ち運ぶことなく、ＴＫＣインターネット・サービスセンターを経

由して、会計事務所システムと自計化システム間のデータ連携を可能とするものです。これにより事務所の業務効率

向上を図るとともに、USBメモリ等の紛失によるデータ漏洩リスクを低減し、セキュリティの向上に貢献していま

す。 

 当サービスは、提供開始から４カ月間で、2,000事務所が1万2,000件（社）を超える関与先企業を対象として利用

するなど、利用事務所から高い評価をいただいています。 

（４）ＴＫＣ会員１万名超の達成と財務マスターの増大 

 前期において新規会員が増加したことを受け、平成21年10月から平成22年1月にかけて、「ＴＫＣシステム活用研

修会」「システムワークショップ」を延べ115回開催（869名参加）するとともに、平成21年11月から平成22年3月に

おいて、「ＴＫＣモデル事務所見学会」を延べ43回開催（161名参加）し、新たに契約した会員のＴＫＣ方式による

財務会計システムへの円滑な移行をサポートしてまいりました。 

（５）ＴＫＣ会員の関与先拡大のための活動 

①中堅・大企業市場の開拓 

 経済のグローバル化に伴い、会計と税制の面で多くの制度改正がなされ、連結会計、連結納税、内部統制、四半期

報告などが導入されました。昨今では、上場企業を中心として、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）やグループ法人税制

などへの制度対応も行う必要がでてきています。また、大企業において利用度が低いとされていた電子申告も、地方

税の電子申告受付を開始する地方公共団体が増加しつつあることにより、導入の機運が高まってきています。 

 当社ではこのような時代の変化を捉え、中堅・大企業向けシステムを率先して開発し提供してきました。この活動

の究極の狙いは、ユーザ企業の会計・税務業務の合理化に貢献するとともに、ＴＫＣ会員の会計・税務に関する高い

業務品質をご紹介することで、わが国の中堅・大企業の多くをＴＫＣ会員の関与先企業とし、もって会社定款に定め

る事業目的「会計事務所の職域防衛と運命打開」に貢献しようというものです。 

 当期においては、中堅・大企業の実務担当者を対象に「連結会計」や「連結納税」あるいは「国際会計基準」など

をテーマとしたセミナーを開催し、約1,300社1,600名の参加を得ました。 

これらの活動の結果、第２四半期末現在における各システムのユーザ状況は以下のとおりとなっています。 

 1)「連結会計システム（ｅＣＡ－ＤＲＩＶＥＲ）」   ：290企業グループ3,700社 

 2)「連結納税システム（ｅＣｏｎｓｏｌｉＴａｘ）」 ：400企業グループ4,400社 

 3)「法人電子申告システム（ＡＳＰ１０００Ｒ）」   ：480企業グループ  750社 

 4)「統合型会計情報システム（ＦＸ４／ＦＸ５）」   ：800企業グループ1,484社 

②ＴＫＣ全国会研究会への支援活動 

 ＴＫＣ全国会では、公益法人、社会福祉法人、病院・診療所（以下、非営利法人）などを対象に、それぞれの分野

の会計と税務に精通したＴＫＣ会員による研究会を組織し、全国的規模でセミナーを開催しています。このような活

動を支援するため、当社では、ＴＫＣ会員による非営利法人の経営改善支援のための活動を支援すると共に、「ＴＫ

Ｃ公益法人データベース」、「ＦＸ４（公益法人用）」や「ＴＫＣ社会福祉法人データベース」、「ＴＫＣ医業会計
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データベース」を提供しています。 

（６）法律情報データベースの市場拡大 

 法律情報データベース「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」は、明治8年の大審院判例から直近に公開されたすべての

法律分野にわたる判例等を収録しており、全文献数は56万3,060件（平成22年3月末現在）を突破しています。この

「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」を中核的なコンテンツとした総合法律情報データベース「ＴＫＣローライブラリ

ー」は、ＴＫＣ会員事務所をはじめ、大学・法科大学院、官公庁、法律事務所、特許事務所、企業法務部など、

8,800機関超（平成22年3月末現在）のユーザにご利用いただいています。 

 また、平成16年から提供している「法科大学院教育研究支援システム」は、現在、74校ある法科大学院のうち73校

が採用、2万2,000名を超える教員・学生に利用されています。 

 当社では、平成21年8月に「ＴＫＣローライブラリー」の全面リニューアルと利用料金の大幅な改定を実施しまし

た。これを契機として、第44期においては法律事務所市場への本格的な利用促進を開始し、順調にユーザ数を拡大し

ています。 

 さらに、ＴＫＣ会員事務所向けには、平成22年2月に「ＴＫＣローライブラリー」収録の「ＴＫＣ会計・税務法令

データベース」のレベルアップを行うとともに新コンテンツとして中央経済社殿との連携により専門誌『旬刊経理情

報』『税務弘報』『企業会計』をデータベース化し提供を開始しました。充実した機能と豊富なコンテンツにより、

ＩＴ時代の会計事務所必須の税務情報データベースとしてご利用いただいています。 

  

 以上の諸活動の結果、当部門における売上高は19,240百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業利益は2,724百万円（前

年同四半期比18.0％減）の業績となりました。 

  

３．地方公共団体部門の事業内容と経営成績 

 地方公共団体部門は、会社定款に定める事業目的（第2条第2項：「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算セ

ンターの経営」）に基づき、行政効率の向上による住民福祉の増進を支援することを目的に、専門特化した情報サービス

を展開しています。 

（１）地方税の電子申告への対応 

 地方税の電子申告は、平成23年1月から予定されている「国税庁との所得税確定申告データの連携（国税連携）」に

向けて、すべての地方公共団体がｅＬＴＡＸへの接続を完了しました。また、その46.5%に当たる47都道府県788市町村

において地方税の電子申告の受付サービスがスタートするなど、いよいよ本格的な普及拡大期を迎えています。 

 当社では、他社に先駆けて「ＴＫＣ行政ＡＳＰ／地方税電子申告支援サービス」を開発提供し、業務提携を結ぶ全国

の主要な地方公共団体向けシステム・ベンダー42社とともに提案活動を展開しています。これらの活動の結果、第２四

半期において本サービスの利用団体は累計で681市区町村となり、このうち315市区町村が既に電子申告の受付サービス

を実施しています。 

 なお、これまで当社は「ＡＳＰサービス事業者」としてサービスを提供してきましたが、平成22年4月からの制度変

更に伴い、新たに審査システムの構築から運用までをトータルにサポートする「ｅＬＴＡＸベンダー」へ登録し直し、

ＡＳＰサービスの自社構築を進めています。 

（２）「個人住民税における公的年金からの特別徴収」制度への対応 

 平成21年10月から「個人住民税における公的年金からの特別徴収制度」が開始されました。これに伴い当社では、第

１四半期に引き続き、社内の専門のプロジェクトチームにおいて、「ＴＫＣ行政ＡＳＰ／地方税電子申告支援サービ

ス」利用団体の円滑な制度対応を支援するとともに、「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ税務情報システム」などの改修・提供を行い

ました。 

（３）「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ公会計システム」の開発・提供 

 地方公共団体では、「地方公会計制度」改革への取り組みが本格化しています。当社では、このような状況を踏ま

え、第１四半期に引き続き「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ公会計システム」の機能強化を図るとともに、そのサブシステムとして

固定資産の評価・管理と台帳整備の実務を支援する「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ固定資産管理システム」を開発・提供しまし

た。 

 また、未だ多くの市区町村が「総務省方式改訂モデル」を採用している状況を踏まえ、当社が持つ「会計」と「ＡＳ

Ｐサービス」のノウハウを活かして、従来の公会計制度の決算統計データを取り込むだけで新制度に合わせた普通会計

の財務書類と市町村単体／連結の財務書類が作成できる「ＴＫＣ行政ＡＳＰ／かんたん財務書類システム」を、7月か

らの提供を目指し、現在開発を進めています。 

 なお、当社財務会計システムの利用団体に対して「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ公会計システム」へのリプレース提案を行った

結果、第２四半期において、新たに18団体から受注し、平成22年度予算執行処理は計32団体で稼動しています。 

（４）医療制度改革などの法制度改正への対応 

 平成20年度以降、医療制度改革の一環として医療・介護などの大規模な制度改正が行われています。当期において

は、これに対応するため「ＴＡＳＫ．ＮＥＴ介護保険システム」の改修・提供を行いました。 
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（５）平成22年度に施行される制度改革などの法制度改正への対応 

①平成22年度には、新政権の目玉施策である「子ども手当制度」が施行されます。このため、受給資格の申請及び認

定、6月に予定されている第1回目の手当支給に向けてシステム構築を進めています。 

②平成22年5月18日施行となる「日本国憲法の改正手続に関する法律」に基づき、国民投票制度に対応した「投票人名

簿システム」の開発を進めています。 

  

 以上の諸活動の結果、当部門における売上高は6,132百万円（前年同四半期比12.1％増）、営業利益は1,243百万円（前

年同四半期比110.1％増）の業績となりました。 

  

４．印刷部門の事業内容と経営成績 

 当部門は、ビジネスフォームの印刷及びDPS（データプリントアウトサービス）事業を柱に製造・販売を展開しており

ます。 

（１）第２四半期においても経済環境の低迷により、印刷物の発注取り消しや先送りが相次ぎましたが、3月度で多少盛

り返しました。 

（２）これまで比較的堅調だったDPS関連商品の入札案件においても、競合他社の採算を度外視したと思われる入札価格

により失注するケースも散見されましたが、金額ベースで前年同四半期比24百万円の売上増となりました。 

（３）ビジネスフォームの印刷分野においては、受注の衰退に歯止めがかからず、生命保険申込書の発注控えや、カタロ

グ・チラシなどの受注減が顕著となっています。 

  

 以上の諸活動の結果、当部門における売上高は1,605百万円（前年同四半期比1.9％減）、営業利益は81百万円（前年同

四半期比224.9％増）の業績となりました。 

  

  

１．資産の部について 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、66,347百万円となり、前連結会計年度末63,398百万円と比較して

2,948百万円増加しました。 

（１）流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、29,296百万円となり、前連結会計年度末29,350百万円と比較

して54百万円減少しました。 

 その主な理由は、現金及び預金が減少したこと等によるものです。 

（２）固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、37,051百万円となり、前連結会計年度末34,048百万円と比較

して、3,003百万円増加しました。 

 その主な理由は、工具、器具及び備品並びに投資有価証券及び長期預金が増加したこと等によるものです。 

２．負債の部について 

（１）流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、12,373百万円となり、前連結会計年度末11,037百万円と比較

して、1,336百万円増加しました。 

 その主な理由は、設備未払金及び未払法人税等が増加したこと等によるものです。 

（２）固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、3,755百万円となり、前連結会計年度末3,903百万円と比較し

て、147百万円減少しました。 

 その主な理由は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、流動負債の未払金に

157百万及び固定負債のその他に490百万円計上したこと等によるものです。 

３．純資産の部について 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、50,218百万円となり、前連結会計年度末48,458百万円と比較

して1,760百万円増加しました。 

 その主な理由は、四半期純利益が2,305百万円計上されたこと等によるものです。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、73.8％となり、前連結会計年度末74.5％と比較して

0.7ポイント減少しました。 

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

 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の残高は、前連結会計年度末に比べ 4,089百万円減少し、

２．連結財政状態に関する定性的情報
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13,700百万円になりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況とその主な理由は次のとおりです。 

１．営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、3,161百万円増加(前年同四半期比2,702百万円収入増)しました。そ

の主な理由は、税金等調整前四半期純利益が4,016百万円計上されたこと及び法人税等の支払904百万円等によるもので

す。 

２．投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、6,637百万円減少(前年同四半期比3,915百万円支出増)しました。そ

の主な理由は、定期預金（預入期間３か月超）5,500百万円を預入したこと並びに投資有価証券の取得851百万円等によ

るものです。 

３．財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、612百万円減少(前年同四半期比2,376百万円支出減)しました。その

主な理由は、平成21年9月期期末配当(１株当たり普通配当22円)を支払ったこと等によるものです。 

  

  

 平成２２年４月３０日付「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成２２年９月期第２四半期（平成２１年

１０月１日～平成２２年３月３１日）の業績予想を上方修正いたしました。なお、通期の連結業績予想につきまして

は、下期において「地方税電子申告ｅＬＴＡＸ」に係るＡＳＰサービス提供開始に伴う設備投資及びシステム開発投

資、並びに栃木地区の新ビル建築等を予定通り実施することにしており、売上高53,600百万円、営業利益5,500百万

円、経常利益5,550百万円、当期純利益3,250百万円に変更はありません。 

  

（事業上及び財務上の対処すべき課題） 

１．会計事務所部門の対処すべき課題 

（１）「ＴＫＣの新しい経営戦略２０２０」 

 当社では、今後10年間（平成22年～平成32年）を見据え、「ＴＫＣの新しい経営戦略２０２０」をまとめ、平成22年

1月22日に開催された「ＴＫＣ全国会政策発表会」において発表しました。主に「①関与先拡大を支援する」「②優良

関与先の離脱を防止する」「③事務所の経営承継を支援する」の３つの取り組みを通じて、ＴＫＣ会員事務所のさらな

る発展のための活動を積極的に展開してまいります。 

（２）黒字決算実現に役立つ、「ＦＸ２」と「継続ＭＡＳシステム」の推進 

 当社では、ＴＫＣ全国会が推進する「経営改善支援活動」に平仄を合わせ、経営者の戦略的意思決定を支援すること

を目的としている「ＦＸ２」と、経営者のビジョンを明確にし中長期の「経営改善計画」並びに短期の「予算計画」の

策定支援を目的に開発された「継続ＭＡＳシステム」の利用拡大に注力してまいります。 

 特に「ＦＸ２」は、新たな機能を搭載した「ＦＸ２．ＮＥＴ版」を平成22年6月に提供する予定です。当社では、こ

のシステムを有効にご利用いただくため、全国５６カ所のＳＣＧサービスセンターを拠点に「ＦＸ２ワークショップ」

を開催して活用を支援します。 

（３）巡回監査と書面添付の推進 

①ＴＫＣ全国会では年度重要テーマ研修として、本年6月から「会計事務所発展のための３つのポイント ～お客様の

視点 金融機関の視点 税務当局の視点」と題して、ＴＫＣ会員事務所の巡回監査に焦点を当てた研修会を実施しま

す。また、この研修会に併せ、実務経験の豊富な会員事務所の職員（ＴＫＣシステム専任講師）による「巡回監査支

援システム研修会」を全国５６カ所で開催することとしています。 

当社では、この研修会の開催を支援するとともに、「継続ＭＡＳシステム」「ＦＸシリーズ」「巡回監査支援システ

ム」の活用を支援し、その普及に取り組んでいます。 

②「会計帳簿作成の適時性（会社法第432条）と電子申告に関する証明書」（略称：記帳適時性証明書）について、金

融機関及び企業経営者等に対する広報活動を継続することで、ＴＫＣ会員が月次巡回監査、月次決算、税務申告、書

面添付を適時に実施し、会社法第432条に定める「会計帳簿を正確かつ適時に作成する義務」を履行していることを

強く訴求してまいります。 

（４）「電子申告実践活動」への支援 

 「ＴＫＣ電子申告システム（ｅ－ＴＡＸ１０００）」による電子申告の実践を推進し、ＴＫＣシステムの強みである

「関与先企業の自計化から会計事務所による電子申告まで 

“一気通貫”（ＦＸ２→決算書→申告書→書面添付→電子申告）」の機能をアピールすることで、自計化システムの利

用と財務処理件数の拡大を実現します。 

（５）ＴＫＣ会員事務所の業務品質の向上 

 当社では、ＴＫＣ会員事務所の巡回監査担当者の業務効率を向上させることを目的として、 新のＩＣＴを活用した

３．連結業績予想に関する定性的情報
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「ＲＡＴパトロールⅡ」「オンラインデポサービス」の活用を促進します。また、平成22年3月からサービスを開始し

た「ＴＫＣプログラムダウンロードサービス」を、すべての関与先企業用のシステムでご利用いただけるよう順次サー

ビスを拡大してまいります。 

（６）ＴＫＣ会員の関与先拡大のための支援活動 

①日本の中堅・大企業の経理・税務部門は、国際会計基準への対応や連結納税制度の検討など、解決すべき多くの課題

を抱えています。当社では、これらの課題を解決するシステムを積極的に推進することで、ＴＫＣ会員の関与先拡大

の機会を創出します。 

②中堅・大企業の会計・税務担当者にとって有用なコンテンツを集めた「ＴＫＣ会計・税務情報データベース」を新た

に開発し、平成22年4月より当社システムを利用する企業へのサービスを開始します。これにより、当社の中堅・大

企業向けシステムの利用メリットを高めるとともに、「ＴＫＣ会計・税務情報データベース」の利用拡大を図りま

す。 

③ＴＫＣ全国会ホームページの充実を図り、ＴＫＣ会員の関与先拡大を支援します。 

（７）次世代ホストシステムへの円滑な移行 

 当社では、会計事務所部門の基幹業務であるホスト処理（バッチ処理）システムを刷新します。新しいホスト処理シ

ステムは、 新のＩＣＴを駆使したオンラインリアルタイム処理を実現するもので、この改訂を新しいサービスを創造

するイノベーションの出発点とすることを目指しています。 

（８）法律情報データベース市場の攻略・拡大 

 法律事務所市場における「ＴＫＣローライブラリー」の利用拡大を目指し、法律事務所の業務をサポートするシステ

ムを順次提供します。 

２．地方公共団体部門の対処すべき課題 

 地方公共団体部門では、今後も 新のＩＣＴを活用した革新的な製品やサービスの開発提供を通じて、住民の利便性向

上と行政の業務効率化を支援することが重要な経営課題であると捉え、次のとおり取り組みます。 

（１）ワンストップサービスなど「次世代電子行政サービス」構築への対応 

 ①中期システム開発方針（システムコンセプト）に基づき、革新的なシステム開発を推進します。 

 ②顧客団体における情報セキュリティ対策の一層の強化に努めます。 

（２）行政経営の改革に伴う業務・システム 適化への対応 

 当社の強みである、基幹系（住基・税務等）システムと大量一括アウトソーシングサービスの組み合わせによる「新

分散処理方式」と「ソフトウェアのレンタル方式」、「ＴＫＣインターネット・サービスセンター」を拠点とする多彩

なサービスを活かし、情報システムにかかるTCO（トータル・コスト・オーナーシップ）の削減及びシステムの 適化

を探求します。 

３．印刷部門の対処すべき課題 

 印刷部門においては、第１四半期に引き続きDPS商品の拡販を図るとともに、厳しい市場環境を乗り切るために、「新

規得意先の開拓」「既存得意先のシェアアップ」を軸に以下のとおりの営業展開をしてまいります。 

（１）DPS関連製品の販売促進に注力します。 

（２）複合帳票やDPS関連新商品の開発・拡販を重要課題と捉え、活動してまいります。 

（３）ISO14001取得の環境配慮型企業として、使用済み糊の浄化処理や大豆を主原料にしたインキへの切り替えを進めま

す。 

 

  

該当事項はありません。 

  

 ①簡便な会計処理の適用 

  重要性が乏しいため注記を省略しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

  

①持分法の適用に関する事項の変更 

 1) 持分法適用関連会社の変更 

 株式会社アイタックシステムズは、平成21年10月30日開催の臨時株主総会において特別清算の決議をして

おり、重要性が低下したため、同社を持分法適用関連会社より除外しております。 

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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 なお、同社は平成22年１月７日に特別清算手続開始決定がなされ、平成22年4月7日に特別清算を結了して

おります。 

2) 変更後の持分法適用関連会社の数 

  ２社 

②会計処理基準に関する事項の変更 

1) 「工事契約に関する会計基準」の適用 

 受注制作のソフトウェア（ソフトウェアの開発契約）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）を当

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プロジェクト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、その他のプロジェクトについては工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間においては、工事進行基準を適用するプロジェクトの発生はなかったた

め、この変更に伴う当第２四半期連結会計期間の売上高及び損益に与える影響はありません。 

③追加情報  

（役員退職慰労金制度の廃止） 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社は内規に基づく要支給額を役員退職慰

労引当金として計上しておりましたが、それぞれ平成20年12月19日及び平成20年12月25日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。また、当社及び連結子会社は、平成21年12月

22日及び平成21年12月24日開催の定時株主総会で退職慰労金の打ち切り支給案が承認されました。これに伴

い、定時株主総会終結時における「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当第２四半期連結会計期間末にお

ける未払額647百万円については、流動負債の「未払金」に157百万円及び固定負債の「その他」に490百万円

を計上しております。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,900 19,490

受取手形及び売掛金 7,376 6,769

たな卸資産 499 482

その他 2,569 2,664

貸倒引当金 △50 △54

流動資産合計 29,296 29,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,260 5,410

土地 6,288 6,288

その他（純額） 3,251 1,971

有形固定資産合計 14,800 13,669

無形固定資産 765 639

投資その他の資産   

投資有価証券 4,740 4,373

長期預金 12,300 10,800

差入保証金 1,344 1,323

その他 3,100 3,242

投資その他の資産合計 21,485 19,739

固定資産合計 37,051 34,048

資産合計 66,347 63,398

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,374 3,188

短期借入金 48 48

未払金 4,173 3,549

未払法人税等 1,835 1,082

賞与引当金 2,284 2,373

その他 657 795

流動負債合計 12,373 11,037

固定負債   

退職給付引当金 3,041 2,959

役員退職慰労引当金 － 659

その他 714 284

固定負債合計 3,755 3,903

負債合計 16,128 14,940
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,700 5,700

資本剰余金 5,409 5,409

利益剰余金 38,106 38,630

自己株式 △37 △2,279

株主資本合計 49,177 47,459

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △202 △236

評価・換算差額等合計 △202 △236

少数株主持分 1,242 1,234

純資産合計 50,218 48,458

負債純資産合計 66,347 63,398
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 26,788 26,978

売上原価 10,517 10,209

売上総利益 16,271 16,769

販売費及び一般管理費 12,329 12,719

営業利益 3,941 4,049

営業外収益   

受取利息 37 26

受取配当金 4 9

受取地代家賃 15 16

持分法による投資利益 4 －

その他 12 19

営業外収益合計 74 72

営業外費用   

支払利息 4 4

自己株式取得費用 2 －

賃借ビル解約補修費 5 3

持分法による投資損失 － 57

その他 － 0

営業外費用合計 12 65

経常利益 4,003 4,056

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 4

貸倒引当金戻入額 5 6

特別利益合計 5 11

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 7 6

投資有価証券売却損 20 44

有価証券償還損 76 －

投資有価証券評価損 65 －

特別損失合計 170 51

税金等調整前四半期純利益 3,838 4,016

法人税、住民税及び事業税 1,384 1,814

法人税等調整額 294 △111

法人税等合計 1,679 1,703

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14 7

四半期純利益 2,173 2,305
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 3,838 4,016

減価償却費 1,097 883

固定資産売却損益（△は益） 0 △0

固定資産除却損 7 6

有価証券償還損益（△は益） 76 －

投資有価証券売却損益（△は益） 20 40

投資有価証券評価損益（△は益） 65 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △562 △88

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84 81

売上債権の増減額（△は増加） △1,186 △791

その他の資産の増減額（△は増加） △278 16

仕入債務の増減額（△は減少） △731 277

その他の負債の増減額（△は減少） 276 △425

その他 △306 20

小計 2,402 4,036

利息及び配当金の受取額 52 33

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △1,991 △904

営業活動によるキャッシュ・フロー 458 3,161

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 △8,200 △5,500

定期預金の払戻による収入 6,800 500

有価証券の償還による収入 119 －

有形固定資産の取得による支出 △857 △832

無形固定資産の取得による支出 △188 △360

投資有価証券の取得による支出 △424 △851

投資有価証券の売却による収入 － 427

その他 29 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,722 △6,637

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △20 －

自己株式の取得による支出 △2,245 △0

配当金の支払額 △670 △588

少数株主への配当金の支払額 △22 －

その他 △30 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,988 △612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,252 △4,089

現金及び現金同等物の期首残高 21,486 17,790

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,233 13,700
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 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10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  

（注）１．事業区分については、販売市場及びサービス・製品等の類似性を考慮して、セグメンテーションしておりま

す。 

  

（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〕

  
会計事務所
事業 
（百万円） 

地方公共団
体事業 
（百万円） 

印刷事業
  

（百万円） 

計
  

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
  

（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  19,679  5,471  1,636  26,788  －  26,788

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  0  －  0 ( )  0  －

計  19,679  5,472  1,636  26,789 ( )  0  26,788

営業利益  3,324  591  24  3,941  －  3,941

  
会計事務所
事業 
（百万円） 

地方公共団
体事業 
（百万円） 

印刷事業
  

（百万円） 

計
  

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
  

（百万円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  19,240  6,132  1,605  26,978  －  26,978

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  19,240  6,132  1,605  26,978  －  26,978

営業利益  2,724  1,243  81  4,049  －  4,049
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（注）２．各事業区分の主なサービス及び商品は、次のとおりです。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が存在しないため、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10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年３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。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

事業区分 主要なサービス及び商品

会計事務所事業 

(1）情報処理サービス 

①ＴＫＣ統合情報センターによるコンピュータ・サービス 

大量出力（印刷）を伴うバッチ処理サービス、データ・ストレージ・サービス、ダ

ウンロード・サービス 

②ＴＫＣインターネット・サービスセンター（ＴＩＳＣ）によるコンピュータ・サービ

ス 

  インターネット・サービス、イントラネット・サービス、ＡＳＰ（アプリケーショ

ン・サービス・プロバイダー）サービス、データベース・サービス、データ・ストレ

ージ・サービス、ダウンロード・サービス、データバックアップ・サービス、データ

セキュリティ・サービス 

(2) ソフトウェア及びコンサルティングサービス 

情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供、専門

スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 

(3) オフィス機器の販売 

情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 

(4) サプライ用品の販売 

コンピュータ会計用事務用品の販売等 

地方公共団体事業 

(1) 情報処理サービス 

①ＴＫＣ統合情報センターによるコンピュータ・サービス 

大量出力（印刷）を伴うバッチ処理サービス、データバックアップ・サービス 

②ＴＫＣインターネット・サービスセンター（ＴＩＳＣ）によるコンピュータ・サービ

ス 

  インターネット・サービス、イントラネット・サービス、ＡＳＰ（アプリケーショ

ン・サービス・プロバイダー）サービス、データベース・サービス、データバックア

ップ・サービス、データセキュリティ・サービス 

(2) ソフトウェア及びコンサルティングサービス 

情報サービスの利用に伴うシステム機器に搭載するソフトウェアの開発提供、専門

スタッフによるシステム・コンサルティング・サービス等 

(3) オフィス機器の販売 

情報サービス利用に伴うシステム機器の販売 

印刷事業 コンピュータ用連続伝票、一般事務用伝票、データプリントサービス、パンフレット等

〔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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