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

 (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 ％

23年３月期第２四半期 7,960 3.2 493 335.7 532 285.4 262 ─

22年３月期第２四半期 7,715 △20.7 113 △82.3 138 △79.4 △46 ─

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 30.79 30.72

22年３月期第２四半期 △5.50 ─

 (2) 連結財政状態

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 11,739 8,430 71.8 987.27

22年３月期 11,900 8,260 69.4 967.31

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 8,430百万円 22年３月期 8,259百万円

2. 配当の状況

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 ─ 6.00 ─ 7.00 13.00

23年３月期 ─ 10.00

23年３月期(予想) ─ 11.00 21.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（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)

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 18,000 10.8 1,050 48.3 1,150 50.9 580 116.4 67.92



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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おりませ

ん。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「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 (─)、除外─社(─)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 9,008,560株 22年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 469,721株 22年３月期 469,721株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 8,538,839株 22年３月期２Ｑ 8,435,541株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした外需や緊急経済対策等の効果

により景況感は改善基調にあるものの、急速な円高の進行・長期化による外需の減少、設備投資や雇用

の停滞等を通じて経済成長の下押し要因となっており、先行きは依然として厳しい状況にあります。 

当情報サービス業界におきましても、依然として顧客のＩＴ設備投資への意欲は慎重であり、本格的

な回復基調には至らず、厳しい状況が継続しております。 

このような厳しい経営環境下において、主要顧客の大型案件の凍結・先送りや規模縮小による発注量

の減少等の影響があったものの、継続的な受注活動を推し進め、既存顧客の深耕や新規サービスの展開

等に努めた結果、売上高は前年同四半期と比較して微増となりました。また、利益面におきましては、

一部不採算プロジェクトの発生はあったものの、内製化の推進による稼働率の向上及び販管費の削減等

により前年同四半期と比較して大幅に改善いたしました。その結果、当第２四半期連結累計期間の業績

は、売上高79億60百万円（前年同四半期比3.2％増）、営業利益４億93百万円（前年同四半期比335.7％

増）、経常利益５億32百万円（前年同四半期比285.4％増）、四半期純利益２億62百万円（前年同四半

期は46百万円の四半期純損失）といずれも前年同四半期を上回る結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

・ ソフトウェア開発事業は、事業環境が極めて厳しい上に、主要顧客の大型案件の凍結・先送りや規

模縮小による発注量の減少等の影響があったものの、既存顧客の深耕等に努めた結果、売上高は

44億32百万円（前年同四半期比1.9％増）となりました。 

・ 情報処理サービス事業は、ビジネス環境が厳しい中、顧客への積極的な受注活動を推進するととも

に、新規サービスの展開に努めたものの、既存ビジネスの単価下落等の影響により、売上高は21

億８百万円（前年同四半期比4.5％減）となりました。 

・ エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業における自動車関連の

駆け込み需要が活発であったこと及び半導体関連事業においてモバイルメモリ関連の需要が増加

したことにより、売上高は14億18百万円（前年同四半期比22.5％増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は117億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億61百万

円減少いたしました。 

流動資産は70億円となり、１億94百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が２億

20百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は47億38百万円となり、33百万円増加いたしました。有形固定資産は16億34百万円となりま

した。無形固定資産は２億39百万円となり、36百万円増加いたしました。 

 投資その他の資産は28億64百万円となり、２百万円減少いたしました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は33億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億30百万

円減少いたしました。 

 流動負債は19億45百万円となり、４億９百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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が２億29百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は13億64百万円となり、79百万円増加いたしました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は84億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億69百万円

増加いたしました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.4％から71.8％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

るキャッシュ・フローが１億75百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１億36百万円の支

出、財務活動によるキャッシュ・フローが61百万円の支出となったことにより22百万円減少し、当第２

四半期連結会計期間末の資金残高は31億68百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億75百万円の資金の増加となりました。 

 これは主に、未払費用の減少が２億77百万円、仕入債務の減少が２億29百万円あったものの、税金等

調整前四半期純利益が４億93百万円、売上債権の減少額が２億20百万円あったこと等によるものであり

ます。また、前第２四半期連結累計期間に比べ57百万円減少しておりますが、主に、税金等調整前四半

期純利益が５億64百万円増加、法人税等支払額が２億67百万円減少及び退職給付引当金の増加額が１億

26百万円の増加があったものの、売上債権の減少額が10億円減少したこと等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」は１億36百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出が76百万円、無形固定資産の取得による支出が84百万円

あったこと等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61百万円の資金の減少となりました。 

 これは主に、配当金の支払額が60百万円あったこと等によるものであります。また、前第２四半期連

結累計期間に比べ２億３百万円増加しておりますが、主に、自己株式の取得による支出が１億36百万円

減少及び配当金の支払額が50百万円減少したこと等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ検討した結果、現時点にお

いては概ね予想どおりと推測しており、当連結会計年度（平成23年３月期）の業績見通しにつきまして

は、平成22年４月22日公表の数値と変更は無く、連結売上高180億円、連結営業利益10億50百万円、連

結経常利益11億50百万円、連結当期純利益５億80百万円を見込んでおります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①原価差異の配賦方法 

予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合

には、当該原価を売上原価として処理しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率に

より算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断して

おります。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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」（企業会計適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）及び「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,810,151 2,833,119

受取手形及び売掛金 2,862,077 3,082,664

有価証券 358,343 358,197

商品及び製品 8,807 592

仕掛品 284,061 159,999

原材料及び貯蔵品 5,645 2,552

その他 680,593 768,068

貸倒引当金 △8,758 △9,392

流動資産合計 7,000,922 7,195,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,783,861 1,779,177

減価償却累計額 △892,051 △855,365

建物及び構築物（純額） 891,809 923,812

工具、器具及び備品 669,037 680,750

減価償却累計額 △475,793 △459,994

工具、器具及び備品（純額） 193,243 220,755

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 58,765 －

有形固定資産合計 1,634,225 1,634,973

無形固定資産   

のれん 35,847 42,786

その他 203,706 160,116

無形固定資産合計 239,554 202,902

投資その他の資産   

投資有価証券 1,488,110 1,585,489

その他 1,376,828 1,281,769

投資その他の資産合計 2,864,938 2,867,258

固定資産合計 4,738,718 4,705,134

資産合計 11,739,641 11,900,936
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 506,190 736,114

未払法人税等 282,530 157,827

引当金 13,248 11,548

その他 1,143,475 1,449,866

流動負債合計 1,945,445 2,355,357

固定負債   

退職給付引当金 1,353,871 1,269,385

長期未払金 2,720 7,210

その他 7,442 8,231

固定負債合計 1,364,034 1,284,827

負債合計 3,309,479 3,640,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,777,043

利益剰余金 5,862,427 5,659,328

自己株式 △345,395 △345,395

株主資本合計 9,175,943 8,972,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69,964 △37,315

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

評価・換算差額等合計 △745,782 △713,133

少数株主持分 － 1,041

純資産合計 8,430,161 8,260,752

負債純資産合計 11,739,641 11,900,936
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,715,073 7,960,389

売上原価 6,094,761 6,213,770

売上総利益 1,620,312 1,746,619

販売費及び一般管理費 1,506,933 1,252,626

営業利益 113,378 493,992

営業外収益   

受取利息 4,268 3,970

受取配当金 6,721 20,452

不動産賃貸料 6,385 6,209

生命保険配当金 20,394 13,501

保険事務手数料 3,446 3,611

持分法による投資利益 3,459 －

保険解約益 － 609

助成金収入 － 2,824

その他 3,521 5,654

営業外収益合計 48,198 56,833

営業外費用   

支払利息 71 －

保険解約損 6,566 －

不動産賃貸費用 13,936 13,311

持分法による投資損失 － 3,237

その他 2,838 1,769

営業外費用合計 23,412 18,318

経常利益 138,164 532,506

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35,307

貸倒引当金戻入額 － 1,879

特別利益合計 － 37,187

特別損失   

固定資産除売却損 181 7,358

投資有価証券評価損 － 68,548

割増退職金 166,333 －

事務所移転費用 34,050 －

退職給付費用 7,917 －

特別損失合計 208,482 75,906

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（△）

△70,318 493,787

法人税、住民税及び事業税 37,195 254,515

法人税等調整額 △61,142 △22,557

法人税等合計 △23,947 231,958

少数株主損益調整前四半期純利益 － 261,828
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

少数株主損失（△） － △1,041

四半期純利益又は四半期純損失（△） △46,371 262,870
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,900,622 4,004,454

売上原価 3,045,333 3,127,490

売上総利益 855,289 876,964

販売費及び一般管理費 696,546 596,744

営業利益 158,742 280,219

営業外収益   

受取利息 2,401 2,193

受取配当金 1,784 11,717

不動産賃貸料 3,349 3,078

生命保険配当金 20,394 13,501

保険事務手数料 1,714 1,927

持分法による投資利益 9,655 －

保険解約益 － 609

助成金収入 － 2,824

その他 2,088 1,389

営業外収益合計 41,390 37,241

営業外費用   

保険解約損 6,566 －

不動産賃貸費用 8,536 6,230

持分法による投資損失 － 2,798

その他 536 581

営業外費用合計 15,639 9,610

経常利益 184,492 307,851

特別損失   

固定資産除売却損 35 6,066

投資有価証券評価損 － 2,188

割増退職金 166,333 －

事務所移転費用 5,350 －

特別損失合計 171,718 8,255

税金等調整前四半期純利益 12,774 299,595

法人税、住民税及び事業税 29,711 185,035

法人税等調整額 △26,709 △40,878

法人税等合計 3,001 144,156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 155,439

四半期純利益 9,772 155,439
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

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（△）

△70,318 493,787

減価償却費 112,203 107,823

のれん償却額 6,938 6,938

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,618 84,486

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,823 △633

賞与引当金の増減額（△は減少） △239 1,699

受取利息及び受取配当金 △10,990 △24,423

支払利息 71 －

持分法による投資損益（△は益） △3,459 3,237

保険解約損益（△は益） 6,566 △609

固定資産除売却損益（△は益） 7,678 7,358

投資有価証券売却損益（△は益） － △35,412

投資有価証券評価損益（△は益） － 68,548

売上債権の増減額（△は増加） 1,221,041 220,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,200 △135,369

仕入債務の増減額（△は減少） △79,547 △229,923

未払費用の増減額（△は減少） △329,829 △277,000

未払消費税等の増減額（△は減少） △165,630 △67,783

長期未払金の増減額（△は減少） △10,050 △4,490

その他 △18,360 45,820

小計 606,078 264,555

利息及び配当金の受取額 9,953 26,041

利息の支払額 － △100

法人税等の支払額 △382,350 △114,812

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,681 175,683

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △88,884 △76,951

有形固定資産の売却による収入 － 1,070

無形固定資産の取得による支出 △80,395 △84,758

投資有価証券の取得による支出 △170,586 △45,904

投資有価証券の売却による収入 － 45,112

貸付金の回収による収入 970 －

敷金及び保証金の回収による収入 3,891 21,864

その他の支出 △38,622 △14,319

その他の収入 37,122 17,324

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,505 △136,564
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △17,400 －

リース債務の返済による支出 － △1,371

自己株式の取得による支出 △136,360 －

配当金の支払額 △111,453 △60,569

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,213 △61,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △168,036 △22,821

現金及び現金同等物の期首残高 3,086,824 3,191,316

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,918,787 3,168,494

情報技術開発（9638） 平成23年３月期 第２四半期決算短信

11



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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