
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  5,586  1.2  △18  △139.3  93  △2.0  37  △5.3

21年12月期第２四半期  5,521  －  47  －  95  －  39  －

  
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12月期第２四半期  8  89  －  －

21年12月期第２四半期  9  38  －  －

  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12月期第２四半期  6,786  4,805  70.8  1,150  80

21年12月期  7,073  4,872  68.9  1,166  89

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 4,805百万円 21年12月期 4,872百万円

  
年間配当金

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12月期  －  －  － － － － 25 00  25  00

22年12月期  －  －  － －

22年12月期（予想） － － 30 00  30  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  11,545  7.5  204  123.5  260  15.8  91  4.9  21  79



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －  社 （社名）                        、除外    －  社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）

３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 4,521,000株 21年12月期 4,521,000株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 345,206株 21年12月期 345,206株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 4,175,794株 21年12月期２Ｑ 4,175,813株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一時期の極度に悪化した状況からは持ち直しているものの、雇

用環境への不安やデフレ傾向が続いていることなど、依然先行き不透明な状況が続いております。  

 このような環境下、当企業集団は、要員稼働率の向上、作業効率の改善、オフショア開発の促進、高い付加価値サ

ービスによる受注単価の改善という、期初に掲げました４つの重点施策に引き続き懸命に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、情報サービス産業全般の景気の立ち上がりは遅れており、売上高は前年同期並みを確保したもの

の、収益面においては、受注環境が優れず、稼働率の低下等により、前年同期と比較し若干の減益となりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高55億86百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益△18百

万円（前年同期比139.3％減）、経常利益93百万円（前年同期比2.0％減）、当期純利益37百万円（前年同期比5.3％

減）となりました。 

  

（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 

資産は、67億86百万円と前連結会計年度末より２億86百万円（前期末比4.1％減）減少いたしました。これは主

として受取手形及び売掛金の減少、仕掛品の減少によるものであります。 

負債は、19億81百万円と前連結会計年度末より２億19百万円（前期末比10.0％減）減少いたしました。これは主

として支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

純資産は、48億５百万円と前連結会計年度末より67百万円（前期末比1.4％減）減少いたしました。これは主と

して配当の支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。 

なお、自己資本比率は70.8％と前連結会計年度末より1.9ポイント上昇いたしました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、85百万円（前年同期は３億68百

万円の増加）の増加となり、前連結会計年度末（平成21年12月31日）の資金残高22億30百万円を受け、当第２四半

期末の資金残高は23億15百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は３億23百万円（前年同期は５億88百万円の増加）の増加となりました。この増加は主

として税金等調整前当期純利益94百万円、売上債権の減少３億45百万円、たな卸資産の減少２億89百万円等の資

金の増加要因が、仕入債務の減少２億４百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は１億34百万円（前年同期は87百万円の減少）減少いたしました。この減少は主として

投資有価証券取得による支出90百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は１億３百万円（前年同期は１億32百万円の減少）減少いたしました。この減少は配当

金の支払によるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

 今後のわが国経済は、穏やかな回復基調にあると見られますが、政府による景気対策効果の一巡や、内需の低迷

によるデフレの進行等により、急激な景気回復は難しいと予想されます。とりわけ当企業集団の属する情報サービ

ス産業においては、依然きびしい状況を脱しておらず、当面はこのような状況が続くものと予想されます。 

 このような中、第２四半期以降の業績についても楽観視できない状況でありますが、現時点においては不確定要

素が多く、今期通期の連結業績予想に関しましては、期初に発表いたしました予想数値を修正しておりません。 

  

  
  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法  

 定率法を採用している資産については、当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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・「工事契約に関する会計基準」等の適用 

 受注制作のソフトウエア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、

当第１四半期連結会計期間より「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）を適用し、

当第１四半期連結会計期間開始日以降に着手した契約から、制作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（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。 

 これにより売上高は、335,918千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ73,364千円増加しております。  

  

・表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

 前第２四半期連結累計期間まで特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰労金」（前

第２四半期連結累計期間645千円）は、特別損失の総額の100分の20以上となったため、当第２四半期連結累計

期間より区分掲記することに致しました。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,324,904 2,238,927

受取手形及び売掛金 1,585,721 1,809,749

有価証券 301,375 －

商品 29,755 7,790

仕掛品 415,232 726,475

前払費用 87,537 84,542

繰延税金資産 173,785 194,826

その他 108,524 26,666

貸倒引当金 △1,729 △2,015

流動資産合計 5,025,106 5,086,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 282,924 283,974

減価償却累計額 △164,374 △160,591

建物及び構築物（純額） 118,549 123,382

土地 248,084 248,084

その他 93,670 86,069

減価償却累計額及び減損損失累計額 △59,846 △52,975

その他（純額） 33,824 33,093

有形固定資産合計 400,458 404,560

無形固定資産   

その他 97,110 107,748

無形固定資産合計 97,110 107,748

投資その他の資産   

投資有価証券 794,636 997,876

関係会社株式 30,000 －

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 2,204 1,713

差入保証金 146,615 164,331

会員権 7,066 7,066

繰延税金資産 146,660 169,736

その他 17,552 15,738

貸倒引当金 △19 △1,501

投資その他の資産合計 1,264,012 1,474,257

固定資産合計 1,761,581 1,986,566

資産合計 6,786,688 7,073,529
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 449,841 653,892

短期借入金 70,000 70,000

未払金 361,005 428,973

未払費用 46,643 40,285

未払法人税等 18,838 68,524

未払消費税等 77,618 27,815

賞与引当金 306,231 262,604

受注損失引当金 5,280 14,452

その他 302,491 182,841

流動負債合計 1,637,950 1,749,388

固定負債   

長期未払金 18,492 141,516

退職給付引当金 26,977 24,039

役員退職慰労引当金 297,761 285,909

固定負債合計 343,231 451,465

負債合計 1,981,181 2,200,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金 1,970,600 1,970,600

利益剰余金 1,691,662 1,758,951

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,798,333 4,865,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,172 7,052

評価・換算差額等合計 7,172 7,052

純資産合計 4,805,506 4,872,675

負債純資産合計 6,786,688 7,073,529
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,521,671 5,586,064

売上原価 4,689,370 4,815,775

売上総利益 832,301 770,288

販売費及び一般管理費 784,357 789,129

営業利益又は営業損失（△） 47,944 △18,840

営業外収益   

受取利息 10,902 8,934

受取配当金 2,958 1,717

受取保険金 － 6,500

助成金収入 27,110 76,536

その他 8,242 19,451

営業外収益合計 49,213 113,141

営業外費用   

支払利息 539 526

為替差損 551 －

その他 419 0

営業外費用合計 1,509 526

経常利益 95,647 93,774

特別利益   

貸倒引当金戻入額 607 1,109

特別利益合計 607 1,109

特別損失   

固定資産除却損 1,932 415

役員退職慰労金 － 200

賃貸借契約解約損 1,452 －

その他 645 －

特別損失合計 4,030 615

税金等調整前四半期純利益 92,225 94,268

法人税、住民税及び事業税 12,198 9,326

法人税等調整額 40,864 47,835

法人税等合計 53,062 57,162

四半期純利益 39,163 37,105
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,501,380 2,656,993

売上原価 2,165,923 2,329,522

売上総利益 335,456 327,471

販売費及び一般管理費 405,345 423,239

営業損失（△） △69,888 △95,768

営業外収益   

受取利息 5,845 5,096

受取配当金 2,824 1,318

助成金収入 27,110 60,886

その他 6,843 16,827

営業外収益合計 42,623 84,128

営業外費用   

支払利息 257 267

その他 113 0

営業外費用合計 370 267

経常損失（△） △27,634 △11,907

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 303

投資有価証券評価損戻入益 3,796 －

その他 778 －

特別利益合計 4,575 303

特別損失   

固定資産除却損 － 415

特別損失合計 － 415

税金等調整前四半期純損失（△） △23,059 △12,019

法人税、住民税及び事業税 △35,233 △52,385

法人税等調整額 36,391 58,332

法人税等合計 1,157 5,947

四半期純損失（△） △24,217 △17,966
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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 92,225 94,268

減価償却費 29,582 33,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △607 △1,768

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,360 43,627

受注損失引当金の増減額（△は減少） △11,646 △9,172

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,327 2,937

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,090 11,852

受取利息及び受取配当金 △13,860 △10,652

助成金収入 △27,110 △76,536

受取保険金 － △6,500

支払利息 539 526

雑収入 － △12,400

固定資産除却損 1,932 415

売上債権の増減額（△は増加） 622,631 345,602

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,111 289,278

仕入債務の増減額（△は減少） △134,950 △204,051

未払金の増減額（△は減少） △85,577 △53,610

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,163 49,802

長期未払金の増減額（△は減少） △129,350 △123,024

その他の流動資産の増減額（△は増加） 38,529 △41,037

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,945 △10,265

その他 － 1,501

小計 402,604 323,984

利息及び配当金の受取額 13,795 11,292

法人税等の還付額 162,756 －

利息の支払額 △555 △553

助成金の受取額 － 33,153

保険金の受取額 － 6,500

法人税等の支払額 9,693 △51,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,295 323,066

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 △2,312 △2,216

定期預金の払戻による収入 1,701 1,605

有形固定資産の取得による支出 △10,431 △14,957

無形固定資産の取得による支出 △1,347 △11,184

投資有価証券の取得による支出 △100,315 △90,879

敷金及び保証金の差入による支出 △413 △1,163

敷金及び保証金の回収による収入 33,232 18,879

会員権の取得による支出 △7,404 －

関係会社株式の取得による支出 － △30,000

長期前払費用の取得による支出 △820 △1,342

その他 130 △2,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,981 △134,074
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 △19 －

配当金の支払額 △132,076 △103,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,096 △103,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 368,217 85,366

現金及び現金同等物の期首残高 1,898,610 2,230,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,266,828 2,315,852
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

 情報サービス事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

   

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 情報サービス事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

   

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

 在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

   

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

 海外売上高は、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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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