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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第2四半期 5,384 7.2 347 ― 353 ― 194 ―
22年3月期第2四半期 5,022 △29.6 8 △98.8 19 △97.3 1 △99.7

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

23年3月期第2四半期 2,835.44 ―
22年3月期第2四半期 21.35 ―

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

23年3月期第2四半期 10,078 8,750 86.8 127,576.01
22年3月期 9,941 8,631 86.8 125,832.85

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  8,750百万円 22年3月期  8,631百万円

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   

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

22年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
23年3月期 ― 1,250.00
23年3月期 
（予想）

― 1,250.00 2,500.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,500 10.0 770 16.0 770 11.7 450 15.1 6,560.63



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 68,591株 22年3月期 68,591株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q ―株 22年3月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 68,591株 22年3月期2Q 68,591株

※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 
業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、経済政策効果等によって企業収益が改善し、設備投資などに回

復傾向が見られた一方で、直近では米国の景気低迷の長期化やそれを背景としたドル安に伴い進行する

急激な円高、さらには欧州のソブリンリスクの再燃など、企業の経営環境の先行きは再び不透明なもの

となっております。 

顧客企業においては、前期から今期にかけて徐々に回復しつつあったシステム投資需要ですが、経済

環境の悪化に対する懸念は予断を許さない状況であることから、顧客企業の情報化投資マインドがより

慎重になる可能性もあり、その動向については注視する必要があります。 

当社は、前期より進めてきた要員の適正配置により、稼働率が大幅に改善し、さらに、生産性の向上

や複数部門の協業・部門間連携による受注機会の確保、全社的なコスト抑制を徹底してまいりました。

  

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、5,384百万円(前年同期比＋7.2％)、営業利益は、347百万円(前年同期は8百万円)、経常利

益は、353百万円(前年同期は19百万円)、四半期純利益は、194百万円(前年同期は1百万円)となりまし

た。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ136百万円増加し、10,078百万円(前事業年度末比＋1.4％)となり

ました。 

流動資産の増加120百万円は、主に、前事業年度３月末検収案件の回収等に伴う売掛金の減少394百

万円、有価証券の増加399百万円、現金及び預金の増加129百万円、関係会社預け金の減少107百万円

によるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、1,327百万円(前事業年度末比＋1.3％)であり、ほぼ前事業年度末並みとなっておりま

す。 

  

純資産合計は、前事業年度末に比べ119百万円増加し、8,750百万円(前事業年度末比＋1.4％)とな

りました。これは主に、四半期純利益の増加によるものであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、544百万円(前年同期比＋35百万円)となりました。これは

主に、営業収入が減少した一方で、外注費の支払及び購入による支出等が減少したことによるもので

あります。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 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)

(負債)

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
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投資活動によるキャッシュ・フローは、△437百万円(前年同期比△410百万円)となりました。これ

は主に、有価証券の取得による支出(純額)が増加したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△85百万円(前年同期比△0百万円)となりました。これは

配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

21百万円増加し、6,168百万円となりました。 

  

当初の予定と異なる時期に納品・検収が行われることによって売上計上の時期が変動する可能性があり

ますが、現時点においては、平成22年４月23日に発表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

 当第１四半期会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,300千円減少し、税引前四半期純利益は14,300千円

減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

(投資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)

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,254,635 3,125,394

関係会社預け金 2,813,371 2,921,314

売掛金 1,541,141 1,935,207

有価証券 999,795 599,981

仕掛品 168,524 97,176

その他 476,990 454,488

流動資産合計 9,254,458 9,133,562

固定資産

有形固定資産 30,542 35,570

無形固定資産 130,285 101,546

投資その他の資産

前払年金費用 167,808 179,086

その他 495,267 492,032

投資その他の資産合計 663,076 671,119

固定資産合計 823,905 808,237

資産合計 10,078,363 9,941,799

負債の部

流動負債

買掛金 303,652 300,071

未払法人税等 133,911 102,055

賞与引当金 564,691 650,010

その他 251,167 183,673

流動負債合計 1,253,422 1,235,810

固定負債

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 61,371 61,984

固定負債合計 74,375 74,988

負債合計 1,327,797 1,310,798

純資産の部

株主資本

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,429,346 7,320,599

株主資本合計 8,744,415 8,635,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,150 △4,667

評価・換算差額等合計 6,150 △4,667

純資産合計 8,750,565 8,631,000

負債純資産合計 10,078,363 9,941,799
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 5,022,531 5,384,395

売上原価 4,121,144 4,194,290

売上総利益 901,387 1,190,104

販売費及び一般管理費 893,178 842,497

営業利益 8,209 347,606

営業外収益

受取利息 14,461 8,247

その他 3,053 757

営業外収益合計 17,515 9,004

営業外費用

支払手数料 3,531 3,344

リース解約損 2,219 －

営業外費用合計 5,751 3,344

経常利益 19,973 353,267

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,000

特別損失合計 － 13,000

税引前四半期純利益 19,973 340,267

法人税、住民税及び事業税 28,205 108,285

法人税等調整額 △9,697 37,496

法人税等合計 18,508 145,781

四半期純利益 1,464 194,485
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 5,871,512 5,745,429

外注費の支払及び購入による支出 △1,695,191 △1,649,385

人件費の支出 △2,989,260 △3,036,355

その他の営業支出 △611,628 △452,425

小計 575,431 607,262

利息及び配当金の受取額 16,405 8,121

法人税等の支払額 △82,698 △70,443

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,138 544,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △99,956 △1,399,377

有価証券の売却による収入 99,956 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △7,486 △2,115

無形固定資産の取得による支出 △19,925 △36,884

敷金及び保証金の差入による支出 － △219,888

敷金及び保証金の回収による収入 158 220,524

関係会社貸付けによる支出 △1,500,000 －

貸付金の回収による収入 1,500,000 －

その他 △66 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,320 △437,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △85,402 △85,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,402 △85,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 396,416 21,335

現金及び現金同等物の期首残高 6,215,776 6,146,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,612,192 6,168,110
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該当事項はありません。  

  

 (追加情報) 

当第１四半期会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、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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 当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

  

 当第２四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

品   目 生 産 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 5,319,475 7.4％ 

(2) 受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前年同四半期比 前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 5,171,621 0.9％ 1,837,121 16.0％ 

製 品 販 売 71,101 △12.1％ 116,259 2.6％ 

合   計 5,242,722 0.7％ 1,953,380 15.1％ 

(3) 販売実績

品   目 販 売 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 5,248,127 7.3％ 

製 品 販 売 136,267 3.3％ 

合   計 5,384,395 7.2％ 
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