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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 2,313 9.0 △160 ─ △173 ─ △199 ─

22年３月期第２四半期 2,122 △26.4 △235 ─ △246 ─ △364 ─

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 △476.71 ─

22年３月期第２四半期 △871.77 ─

（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 3,105 1,968 63.3 4,707.44

22年３月期 3,296 2,173 65.9 5,197.06

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 1,966百万円 22年３月期 2,171百万円

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 ─ 0.00 ― 0.00 0.00

23年３月期 ─ 0.00

23年３月期(予想) ― 0.00 0.00

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 5,500 26.5 150 ─ 130 ─ 80 ─ 191.49



  

 
(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。 

4.  その他（詳細は、【添付資料】4ページ「2. 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 417,798株 22年３月期 417,798株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 31株 22年３月期 31株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 417,767株 22年３月期２Ｑ 417,767株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、欧米経済の低迷や円高進行等により、一時は回復

基調にあった景気動向も再び減速懸念が強まりつつあります。 

当社グループの属する情報サービス業界においては、多くの企業が設備投資への慎重な姿勢を継続し

ており、設備投資の抑制に伴う需要の減少や受注獲得競争の激化等、いまだ厳しい状況で推移いたしま

した。 

このような状況の下、当社グループは、ネット金融のコングロマリットを形成するＳＢＩグループと

の事業シナジーを高め、主に金融機関向けソリューションの提供、ＳＢＩグループ向けシステム開発に

取り組んでまいりました。また、全社でのプロジェクト管理の徹底、リソースの流動的活用による生産

性の向上に取り組んでまいりました。 

売上高は前年同四半期を上回り、利益面におきましては、企業体質の改善と強化を図るため継続的な

コストの見直し及び削減に加え、当社グループの拠点集約によるコミュニケーションロスの削減及び業

務効率化を進めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,313百万円（前年同四半期は2,122百万円の売上

高）、営業損失は160百万円（前年同四半期は235百万円の営業損失）、経常損失は173百万円（前年同

四半期は246百万円の経常損失）、四半期純損失は199百万円（前年同四半期は364百万円の四半期純損

失）となりました。 
  

セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 
  

 ＜ＳＢＩグループ＞ 

ＳＢＩグループ向けのシステム受託開発及び運用・保守が堅調に推移し、当セグメントの売上高は

671百万円、営業利益は80百万円となりました。 
  

 ＜金融機関＞ 

主力である金融機関向けシステム受託開発及びコンサルティングの売上高は回復傾向にあるもの

の、一部の開発案件におけるコスト削減の遅れ等により、当セグメントの売上高は1,321百万円、営

業損失は12百万円となりました。 
  

 ＜製造業等＞ 

事業の見直しに取り組むものの、依然として需要低迷が続いていることにより受注は低調に推移

し、当セグメントの売上高は478百万円、営業損失は19百万円となりました。 
  

（注） 第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期と

の金額比較は記載しておりません。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2.2％増加し、1,181百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金225百万円、貸倒引当金51百万円それぞれが減少した一方、現金及び預金94百万円、有価

証券87百万円、仕掛品22百万円それぞれが増加したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ10.1％減少し、1,923百万円となりました。これは、貸倒引

当金74百万円が増加した一方、のれん51百万円が減少したこと等によります。 

その結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ5.8％減少し、3,105百万円となりました。 
  

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

（資産、負債及び純資産の状況）

① 資産
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流動負債は、前連結会計年度末に比べ5.5％増加し、873百万円となりました。これは、短期借入金

20百万円、支払手形及び買掛金13百万円それぞれが減少した一方、その他65百万円、未払法人税等8

百万円それぞれが増加したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ10.6％減少し、263百万円となりました。これは、資産除去

債務が29百万円増加した一方、その他40百万円、債務保証損失引当金15百万円それぞれが減少したこ

と等によります。 

その結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ1.3％増加し、1,137百万円となりました。 
  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ9.4％減少し、1,968百万円となりました。これは、四半期

純損失を計上したことにより利益剰余金が199百万円減少したこと等によります。 

  

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（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比較して90百万円増加し、422百万円となりました。 
  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 
  

営業活動の結果獲得した資金は、277百万円（前年同四半期は75百万円の使用）となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純損失193百万円があった一方、売上債権の減少223百万円、減価償却費

134百万円、のれん償却額51百万円があったことがその主な要因であります。 
  

投資活動の結果使用した資金は、163百万円（前年同四半期は322百万円の使用）となりました。こ

れは、無形固定資産の取得による支出79百万円、有形固定資産の取得による支出72百万円があったこ

とがその主な要因であります。 
  

財務活動の結果使用した資金は、20百万円（前年同四半期は5百万円の使用）となりました。これ

は、短期借入金の返済による支出20百万円があったことがその要因であります。 

  

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、現時点で平成22年４月26日公表の予想に変更はあり

ません。なお、第２四半期累計期間の個別業績におきましては、本日「平成23年３月期第２四半期累計

期間（個別）業績予想との差異に関するお知らせ」を公表しております。また、今後変更が生じた場合

には、速やかにお知らせいたします。 

  

② 負債

③ 純資産

（キャッシュ・フローの状況）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(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。 

  

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  

① 会計処理の原則・手続の変更 

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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ2,526千円増加し、税金等

調整前四半期純損失は5,544千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始時における資産除

去債務の計上額は29,675千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

「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）に基づく財務諸表

等規則の一部を改正する内閣府令（内閣府令第５号 平成21年３月24日）を適用し、当第２四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
  
  

  

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

（棚卸資産の評価方法）

（法人税等の算定方法）

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（四半期連結損益計算書関係）
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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 425,732 331,597

受取手形及び売掛金 377,035 602,484

有価証券 147,656 60,000

商品 21 －

仕掛品 132,066 109,949

その他 132,408 137,530

貸倒引当金 △33,011 △84,931

流動資産合計 1,181,909 1,156,629

固定資産

有形固定資産 385,668 409,617

無形固定資産

のれん 698,885 750,513

ソフトウェア 321,025 306,135

ソフトウエア仮勘定 284,456 282,513

その他 3,010 3,729

無形固定資産合計 1,307,377 1,342,891

投資その他の資産

長期貸付金 548,724 533,183

その他 289,529 386,887

貸倒引当金 △607,524 △533,183

投資その他の資産合計 230,729 386,887

固定資産合計 1,923,775 2,139,396

資産合計 3,105,685 3,296,026

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 206,777 219,786

短期借入金 330,000 350,000

未払法人税等 11,701 3,497

賞与引当金 1,468 －

工事損失引当金 2,775 －

ポイント引当金 2,375 2,074

その他 318,353 252,480

流動負債合計 873,452 827,839

固定負債

資産除去債務 29,976 －

退職給付引当金 46,950 52,395

債務保証損失引当金 － 15,924

その他 186,719 226,734

固定負債合計 263,646 295,053

負債合計 1,137,098 1,122,893
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,811,426 3,811,426

資本剰余金 3,737,502 3,737,502

利益剰余金 △5,578,464 △5,379,309

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 1,966,962 2,166,117

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,993 4,580

為替換算調整勘定 △3,341 463

評価・換算差額等合計 △347 5,043

新株予約権 1,972 1,972

純資産合計 1,968,586 2,173,133

負債純資産合計 3,105,685 3,296,026
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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 2,122,456 2,313,288

売上原価 1,863,959 2,082,208

売上総利益 258,497 231,080

販売費及び一般管理費 493,578 391,413

営業損失（△） △235,080 △160,332

営業外収益

為替差益 － 3,203

管理手数料収入 2,920 －

その他 4,094 2,835

営業外収益合計 7,014 6,038

営業外費用

支払利息 2,959 8,354

貸倒引当金繰入額 15,249 7,500

その他 441 3,093

営業外費用合計 18,649 18,947

経常損失（△） △246,716 △173,242

特別利益

固定資産売却益 3 －

投資有価証券売却益 6,378 －

貸倒引当金戻入額 892 817

特別利益合計 7,274 817

特別損失

減損損失 3,052 －

本社移転費用 87,471 －

事務所移転費用 － 17,878

その他 11,466 3,018

特別損失合計 101,989 20,896

税金等調整前四半期純損失（△） △341,432 △193,321

法人税、住民税及び事業税 13,647 10,555

法人税等調整額 9,114 △4,722

法人税等合計 22,762 5,833

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △199,154

少数株主損失（△） － －

四半期純損失（△） △364,194 △199,154
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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損失（△） △341,432 △193,321

減価償却費 95,216 134,206

のれん償却額 51,627 51,627

減損損失 3,052 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,190 22,420

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,468

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,841 300

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 26,383 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,143 2,775

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △11,302 △15,924

受取利息及び受取配当金 △742 △874

支払利息 2,959 8,354

有形固定資産売却損益（△は益） △3 －

投資有価証券売却損益（△は益） △6,378 －

売上債権の増減額（△は増加） 160,054 223,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,182 △22,138

仕入債務の増減額（△は減少） △19,433 △13,008

移転費用 42,766 6,776

その他 △26,980 81,722

小計 △51,902 288,260

利息及び配当金の受取額 637 874

利息の支払額 △2,975 △7,090

法人税等の還付額 － 1,810

法人税等の支払額 △20,995 △6,373

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,235 277,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △35,740 △72,382

有形固定資産の売却による収入 491 －

無形固定資産の取得による支出 △305,384 △79,791

差入保証金の差入による支出 △36,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 47,411 21,320

事業譲受による支出 △18,173 －

投資有価証券の取得による支出 △1,209 △15,971

投資有価証券の売却による収入 16,096 －

投資有価証券の償還による収入 － 1,000

関係会社株式の売却による収入 10,000 －

定期預金の預入による支出 － △3,750

貸付けによる支出 － △13,966

貸付金の回収による収入 375 490

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,134 △163,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △20,000

長期借入金の返済による支出 △5,010 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,010 △20,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,940 △3,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △404,320 90,511

現金及び現金同等物の期首残高 811,172 331,598

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10,000 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 396,851 422,109
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該当事項はありません。 
  

当社及び連結子会社は、ソフトウエアの開発、情報セキュリティサービスの提供及び情報処理サー

ビスの提供、システム販売並びに情報通信ネットワークの構築・運営管理を中心にＩＴサービス事業

を行っており、これらの営業活動は単一の事業分野に属するものと判断しておりますので、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。 

  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が100%であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

第１四半期会計期間より「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。 
  

当社の報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。 

当社グループは、システムソリューションを中心に事業を行っております。その中で、ＳＢＩグ

ループ各社を中心に一般事業会社を当社及び株式会社ＳＢＩテクノロジーが、株式会社ＳＢＩ証券

を含む金融機関をＳＢＩトレードウィンテック株式会社及び都瑛軟件開発服務（大連）有限公司

が、その他製造業等を株式会社シーフォービジネスインテグレーションがそれぞれ担当しておりま

す。 

したがって、当社グループは、対象顧客別のセグメントから構成されており、「ＳＢＩグルー

プ」、「金融機関」、「製造業等」の３つを報告セグメントとしております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

【所在地別セグメント情報】

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）

【海外売上高】

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）

（追加情報）

１. 報告セグメントの概要
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(注)１  セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去3,948千円、各報告セグメントに配分していない全社

費用212,680千円が含まれております。 

２  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 
  

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

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）

（単位：千円）

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額 
(注２)

ＳＢＩ 
グループ

金融機関 製造業等 計

売上高

外部顧客への売上高 641,641 1,274,257 397,389 2,313,288 ― 2,313,288

セグメント間の内部売上高
又は振替高

30,214 47,130 81,553 158,899 △158,899 ―

計 671,856 1,321,388 478,943 2,472,188 △158,899 2,313,288

セグメント利益（△は損失） 80,460 △12,207 △19,854 48,398 △208,731 △160,332

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）
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