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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） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 6,973 2.5 314 79.4 369 68.5 166 72.9
22年3月期第2四半期 6,802 △8.7 175 △58.7 219 △53.1 96 △65.7

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 11.61 ―

22年3月期第2四半期 6.71 ―

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 16,003 11,581 72.4 809.87
22年3月期 15,870 11,562 72.9 808.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,581百万円 22年3月期  11,562百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 14,600 5.9 710 45.8 800 41.1 400 46.5 27.97



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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きは実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年４月26日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。 
２．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。 

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  14,300,000株 22年3月期  14,300,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  125株 22年3月期  125株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  14,299,875株 22年3月期2Q  14,299,875株



（参考）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）平成22年４月26日に公表いたしました通期の個別業績予想を修正しております。 

  （％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  14,055  5.9 710 47.8 800 43.1  435  53.4 30.42
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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国内景気は、引き続き改善傾向にあるものの、円高の進行等経営環境は厳し

さを増しており、次第に減速感を募らせております。今後、企業のIT投資意欲が、その足取りを緩めることなく回

復に向かうことが出来るかは、依然不透明な情勢が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、確かな技術力をベースとして、世の中やお客様のニーズにマッチした魅力

ある独自製品を提供することがIT業界で生き残るための必須条件であるという認識のもと、当第２四半期連結累計

期間におきましても、高い技術力を活かしたパッケージソリューションの開発・販売、及びシステム構築＆サービ

ス事業やソフトウェア開発事業に注力してまいりました。 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は比較的堅調に推移し、売上高は69億７千３百万円（前年同期

比2.5%増）となりました。利益面におきましては、売上高の増加に加え、継続的に実施しております生産性向上、

原価低減などの各種取組みの結果、営業利益は３億１千４百万円（前年同期比79.4%増）、経常利益は３億６千９

百万円（前年同期比68.5%増）、四半期純利益は１億６千６百万円（前年同期比72.9%増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は主に、投資有価証券の増加、有価証券や受取手形及び売掛金の減少等

により、前連結会計年度末に比べ１億３千３百万円増加し、160億３百万円となりました。 

 負債の部は主に、未払法人税等や退職給付引当金の増加、買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億

１千４百万円増加し、44億２千２百万円となりました。 

 純資産の部は主に、四半期純利益の計上、配当金の支払い等により、前連結会計年度末に比べ１千９百万円増加

し、115億８千１百万円となり、自己資本比率は72.4%となりました。 

  

（３）連結業績予想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業績の進捗状況等を勘案し、平成22年４月26日に公表いたしました平成23年

３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正しております。詳しくは、本日別途公表いたしました「平成23年３月

期第２四半期（累計）の業績予想値と実績値との差異及び平成23年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 当社グループは、お客様のニーズにマッチした魅力ある独自製品の積極的な受注展開を図り、業績の確保に努め

てまいります。 

  

 連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 ※連結売上高のセグメント別内訳は、次のとおりです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

売上高 １４６億円 （前期比 １０６％） 

営業利益 ７億１千万円 （前期比 １４６％） 

経常利益 ８億円 （前期比 １４１％） 

当期純利益 ４億円 （前期比 １４７％） 

パッケージソリューション事業 １７億５千万円 （前期比 １２４％） 

システム構築＆サービス事業 ５５億円 （前期比 １０５％） 

ソフトウェア開発事業 ７２億５千万円 （前期比 １０３％） 

情報機器販売 １億円 （前期比  ７２％） 
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（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費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、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。 

・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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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場合には、前連結会計年度決算において使用した

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、前連結会計年度末以降に経営環境等

に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用

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あたり適用した特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・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。 

 この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ１百万円、税金等調整前四

半期純利益は13百万円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は42百万円であります。 

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：百万円）

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 695 719

受取手形及び売掛金 2,900 3,051

有価証券 200 697

商品及び製品 3 6

仕掛品 234 183

預け金 5,187 4,227

その他 460 473

貸倒引当金 △5 －

流動資産合計 9,674 9,356

固定資産   

有形固定資産 102 85

無形固定資産   

ソフトウエア 585 647

その他 2 2

無形固定資産合計 587 649

投資その他の資産   

投資有価証券 3,857 3,048

長期預け金 － 1,000

その他 1,798 1,748

貸倒引当金 △15 △16

投資その他の資産合計 5,640 5,780

固定資産合計 6,329 6,514

資産合計 16,003 15,870

負債の部   

流動負債   

買掛金 383 427

未払法人税等 202 101

引当金 50 74

その他 1,650 1,689

流動負債合計 2,285 2,291

固定負債   

退職給付引当金 2,005 1,914

その他の引当金 73 93

資産除去債務 43 －

その他 16 10

固定負債合計 2,137 2,017

負債合計 4,422 4,308

日立ビジネスソリューション㈱（4738）平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 4 -



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,560 3,560

資本剰余金 4,554 4,554

利益剰余金 3,469 3,446

自己株式 △0 △0

株主資本合計 11,583 11,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 2

評価・換算差額等合計 △2 2

純資産合計 11,581 11,562

負債純資産合計 16,003 15,870
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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 6,802 6,973

売上原価 5,459 5,561

売上総利益 1,343 1,412

販売費及び一般管理費 1,168 1,098

営業利益 175 314

営業外収益   

受取利息 43 54

雑収益 2 5

営業外収益合計 45 59

営業外費用   

固定資産除却損 0 4

雑損失 1 －

営業外費用合計 1 4

経常利益 219 369

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12

特別損失合計 － 12

税金等調整前四半期純利益 219 357

法人税等 123 191

四半期純利益 96 166

日立ビジネスソリューション㈱（4738）平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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