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(百万円未満切捨て)

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 3,017 △14.1 6 △94.7 61 △60.9 29 △66.6

22年３月期第２四半期 3,516 △14.7 130 △37.6 158 △21.8 89 △10.9

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 14 31 ―

22年３月期第２四半期 42 97 ―

 (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 4,856 2,144 44.1 1,026 22

22年３月期 4,934 2,220 45.0 1,062 62

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 2,144百万円  22年３月期 2,220百万円

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 ― 50 00 50 00

23年３月期 ― 0 00

23年３月期(予想) ― 0 00 ― 50 00 50 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、通期は対前期増減率)

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 6,473 △4.0 215 △13.5 282 △15.6 162 △13.1 77 95



  

 
(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実施中で

す。 

 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】２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】３ページ「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 2,090,000株 22年３月期 2,090,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 86株 22年３月期 66株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 2,089,917株 22年３月期２Ｑ 2,089,934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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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月15日（月）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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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、日銀が発表した９月の短観（企業短期経済観測調

査）によれば、大企業製造業における業況判断指数（ＤＩ）はプラス８となり、６月の前回調査から７ポ

イント改善したものの３か月見通しではマイナス１と９月比９ポイントの悪化となりました。３か月見通

しが悪かったのは、円高の影響が懸念されているほか、猛暑効果や政策効果が一巡するとみられることか

ら企業が先行きに慎重な姿勢を示した結果であろうと指摘されています。特に当社グループの主要顧客で

ある大企業・自動車では、３か月見通しが９月比で38ポイント悪化する見通しとなっており当社グループ

の事業活動への影響が懸念されるところであります。 

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、平成22年８月の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比1.2％増と15

か月ぶりの増加となりました。主力の「受注ソフトウエア」は、同1.3％増加したものの、ソフトウエア

プロダクツは同10.8％の減少となりました。 

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、顧客企業においてＩＴ

（情報技術）投資の必要性や妥当性を厳しく評価・選別する姿勢から、案件数の減少、案件規模の縮小な

どの傾向が続いております。自動車関連製造業など主要顧客からの受注は減少を余儀なくされ、企業のシ

ステム構築を中心とするＳＩサービス業務の売上高は、1,602,132千円（前年同期比28.6％減）となりま

した。ソフトウエア開発業務においては、ソフトウエア関連の保守メンテナンス業務などのリピートオー

ダーを安定的に確保できたことから売上高は1,081,944千円（前年同期比15.2％増）となりました。ソフ

トウエアプロダクト業務におきましては、コールセンター向け商品や次世代通販業向けのパッケージ商品

などの販売が伸び、売上高は272,101千円（前年同期比1.6％増）、商品販売では、パソコンやネットワー

ク機器などの需要低迷が響き59,082千円（前年同期比5.1％減）、その他のＷＥＢサイトの運営などでは

1,950千円（前年同期比2.7％減）となりました。 

 収益面におきましては、売上高の減少により売上総利益が低下いたしました。外部への発注を減らし内

製化へ切り替える政策を推進するとともに、不要不急の経費を抑えるなど販売費および一般管理費の圧縮

を行いましたが、売上総利益の減少を吸収するには至りませんでした。また、顧客企業のＩＴ投資抑制か

ら技術者の待機工数の発生が依然として続き、収益を圧迫する要因となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高3,017,210千円（前年同期比14.1％

減）、営業利益6,879千円（前年同期比94.7％減）、経常利益61,925千円（前年同期比60.9％減）、四半

期純利益29,919千円（前年同期比66.6％減）となりました。 

  

総資産は、現金及び預金が増加したものの受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前連結会計

年度末に比べ77,585千円減少し、4,856,505千円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少ならびに賞与引当金が減少したのに対し、長・短期借入金の増加な

どもあり、前連結会計年度末に比べ1,492千円減少し、2,711,792千円となりました。 

純資産は、四半期純利益を計上したものの剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ

76,092千円減少し、2,144,713千円となりました。 
  

平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、 近の業績動向や景気の先行き不透明感から業績予

想の見直しを行った結果、平成22年５月13日に公表した業績予想を修正しております。 
詳細につきましては、平成22年10月26日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

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

(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 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。 

② 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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度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ます。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用については、当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する方法を採用しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 
  

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）および「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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

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 1,619,674 1,502,783

受取手形及び売掛金 1,576,956 1,823,083

商品及び製品 3,342 3,839

仕掛品 110,249 63,954

原材料及び貯蔵品 4,870 4,895

その他 215,876 201,066

貸倒引当金 △157 △181

流動資産合計 3,530,812 3,599,441

固定資産   

有形固定資産   

土地 604,806 604,806

その他（純額） 192,550 206,862

有形固定資産合計 797,357 811,669

無形固定資産   

のれん 18,733 28,073

その他 276,025 254,458

無形固定資産合計 294,759 282,531

投資その他の資産 233,576 240,449

固定資産合計 1,325,693 1,334,649

資産合計 4,856,505 4,934,091
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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 265,603 350,066

短期借入金 176,000 －

1年内返済予定の長期借入金 693,090 634,411

未払法人税等 37,350 55,198

賞与引当金 237,031 356,300

受注損失引当金 2,569 6,533

その他 397,815 395,291

流動負債合計 1,809,461 1,797,801

固定負債   

長期借入金 692,242 708,263

退職給付引当金 182,746 175,374

その他 27,342 31,846

固定負債合計 902,331 915,483

負債合計 2,711,792 2,713,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,150 550,150

資本剰余金 517,550 517,550

利益剰余金 1,074,144 1,148,721

自己株式 △82 △66

株主資本合計 2,141,762 2,216,355

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,951 4,450

評価・換算差額等合計 2,951 4,450

純資産合計 2,144,713 2,220,806

負債純資産合計 4,856,505 4,934,091

株式会社システムリサーチ　（3771）　平成23年３月期第２四半期決算短信

－　5　－



 (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 3,516,024 3,017,210

売上原価 2,773,123 2,421,628

売上総利益 742,901 595,581

販売費及び一般管理費 612,137 588,702

営業利益 130,763 6,879

営業外収益   

受取利息 63 37

受取配当金 175 175

助成金収入 36,351 61,975

その他 1,141 3,423

営業外収益合計 37,732 65,612

営業外費用   

支払利息 9,723 10,424

その他 138 141

営業外費用合計 9,861 10,566

経常利益 158,634 61,925

特別利益   

貸倒引当金戻入額 237 24

特別利益合計 237 24

特別損失   

固定資産除却損 596 －

投資有価証券評価損 1,498 1,808

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,822

その他 － 27

特別損失合計 2,095 3,659

税金等調整前四半期純利益 156,776 58,290

法人税等 66,969 28,370

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,919

四半期純利益 89,806 29,919
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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 1,871,725 1,554,510

売上原価 1,403,476 1,177,946

売上総利益 468,249 376,563

販売費及び一般管理費 305,497 281,014

営業利益 162,751 95,548

営業外収益   

受取利息 39 28

助成金収入 36,351 25,518

その他 630 2,838

営業外収益合計 37,021 28,385

営業外費用   

支払利息 5,414 5,588

その他 65 77

営業外費用合計 5,479 5,666

経常利益 194,294 118,267

特別損失   

固定資産除却損 562 －

投資有価証券評価損 1,498 400

特別損失合計 2,061 400

税金等調整前四半期純利益 192,233 117,867

法人税等 60,758 32,888

少数株主損益調整前四半期純利益 － 84,978

四半期純利益 131,474 84,978
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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 156,776 58,290

減価償却費 49,482 46,043

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,822

のれん償却額 9,339 9,339

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,390 △119,268

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △3,963

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,883 7,372

売上債権の増減額（△は増加） 676,748 245,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,770 △45,773

仕入債務の増減額（△は減少） △307,757 △84,211

その他 △63,467 2,044

小計 551,385 116,847

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △117,408 △42,298

その他 △10,054 △10,458

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,921 64,090

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 △3,440 △1,074

無形固定資産の取得による支出 △30,371 △52,253

その他 △14 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,826 △53,333

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 430,000 540,000

短期借入金の返済による支出 △240,000 △364,000

長期借入れによる収入 600,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △328,875 △357,342

リース債務の返済による支出 △11,030 △8,017

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △104,496 △104,496

財務活動によるキャッシュ・フロー 345,597 106,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 735,692 116,884

現金及び現金同等物の期首残高 1,015,494 1,467,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,751,187 1,584,499
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 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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当第２四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

業務区分

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)

生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 795,310 75.2

ソフトウエア開発業務 546,904 116.4

ソフトウエアプロダクト業務 171,621 97.7

その他 970 94.0

合計 1,514,806 88.9

(注) １ 金額は、販売価格によっております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 外注実績

業務区分

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)

外注高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 251,141 75.7

ソフトウエア開発業務 118,576 90.7

ソフトウエアプロダクト業務 6,889 94.5

その他 5 100.0

合計 376,613 80.2

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 仕入実績

業務区分

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)

仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

商品販売 24,457 107.7

 (注) １ 金額は、仕入価格によっております。

       ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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当第２四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 

 
  

  

  

  

  

(4) 受注実績

業務区分

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)

受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ＳＩサービス業務 698,756 64.7 624,766 99.4

ソフトウエア開発業務 484,129 97.2 212,714 73.6

ソフトウエアプロダクト業務 171,298 98.2 14,700 120.5

商品販売 30,675 108.2 4,613 299.8

合計 1,384,860 77.8 856,794 92.0

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5) 販売実績

業務区分

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)

販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 802,031 67.1

ソフトウエア開発業務 546,904 116.4

ソフトウエアプロダクト業務 171,942 97.6

商品販売 32,661 109.4

その他 970 94.0

合計 1,554,510 83.0

 (注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 376,393 20.1 253,041 16.2

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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