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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 1,458 6.3 378 83.3 387 48.6 216 49.7
22年3月期第2四半期 1,372 △21.6 206 △24.0 260 △9.0 144 △8.1

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 59.72 ―

22年3月期第2四半期 39.95 39.90

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 4,982 3,942 77.9 1,070.15
22年3月期 4,824 3,943 80.5 1,070.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,881百万円 22年3月期  3,882百万円

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 ― 0.00 ― 60.00 60.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 60.00 60.00

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 4,000 31.5 978 34.4 1,000 26.2 560 21.4 154.42



(1) 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.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 3,757,000株 22年3月期  3,757,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  129,740株 22年3月期  129,710株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 3,627,281株 22年3月期2Q 3,620,700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報告書の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報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は 
  業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、経済政策の効果等により企業収益の改善や個人消費の下げ止まり

などの兆しが見られましたが、デフレの継続、急速な円高傾向、株価低迷など、引き続き景気の先行きには不透明

感が残っております。 

 このような状況下で当社は、これまでの相次ぐ会計基準変更や将来の国際会計基準（IFRS）対応に備えたシステ

ム再構築ニーズに対し、積極的に提案活動を行ってまいりました。この結果、当第２四半期累計期間では、売上高

1,458百万円（前年同期比6.3％増）となりました。利益面においては、第１四半期より引き続き、不採算となって

いた案件の収束及び外注費の削減をはじめとした開発作業の効率化やプロジェクト管理の強化を図ったこと等から

原価率が低下したため、営業利益378百万円（同83.3％増）、経常利益387百万円（同48.6％増）、第2四半期純利

益216百万円（同49.7％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は、当期における営業活動の結果、前事業年度末に比べ158百万円増加し、4,982

百万円となりました。負債につきましては、保守売上の前受金及び賞与引当金等の増加により前事業年度末に比べ

159百万円増加し、1,040百万円となりました。 

 なお、純資産額は、四半期純利益を計上した一方、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事

業年度末に比べ1百万円減少し、3,942百万円となり、自己資本比率は77.9％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ56百万円減少

し、956百万円（前事業年度末比5.6％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は670百万円（前年同期比64.8％増）となりました。これは、前年同期と比較し、

法人税等の支払額が増加したものの、税引前四半期純利益や売上債権の回収による収入が増加したことによるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は509百万円（前年同期は21百万円の資金の支出）となりました。これは前年同期

と比較し、匿名組合出資金の払戻による収入がなくなり、定期預金の預入による支出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） 

 財務活動の結果使用した資金は217百万円（前年同期比1.5％増）となりました。これは前年同期と比較し、新株

発行による収入がなくなったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間においては、当初の予想よりも業績が好調に推移したことから、平成22年８月５日に発表

いたしました数値を変更いたしております。 

 詳細につきましては平成22年10月25日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 通期の業績予想につきましては、今後は新製品・新サービス開発のために研究開発費を予定通り増額すること、

開発作業が増えることによる外注費の増加を見込んでいるため、平成22年８月５日に公表した業績予想は変更致し

ません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。 

 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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期会計期間より、「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。これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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 3,957,349 3,564,211

売掛金 391,709 667,271

仕掛品 79,653 43,584

その他 82,091 73,315

流動資産合計 4,510,804 4,348,382

固定資産   

有形固定資産 22,424 22,557

無形固定資産   

ソフトウエア 166,037 171,044

その他 1,547 1,547

無形固定資産合計 167,584 172,591

投資その他の資産 281,900 280,969

固定資産合計 471,910 476,118

資産合計 4,982,715 4,824,500

負債の部   

流動負債   

買掛金 112,228 123,002

未払法人税等 175,540 189,685

賞与引当金 125,200 48,000

役員賞与引当金 30,000 19,500

受注損失引当金 13,259 8,938

その他 396,708 307,600

流動負債合計 852,935 696,726

固定負債   

退職給付引当金 77,913 72,024

役員退職慰労引当金 109,600 111,921

固定負債合計 187,514 183,945

負債合計 1,040,450 880,672



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 431,125 431,125

資本剰余金 396,725 396,725

利益剰余金 3,177,463 3,178,484

自己株式 △120,681 △120,643

株主資本合計 3,884,632 3,885,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,902 △3,150

評価・換算差額等合計 △2,902 △3,150

新株予約権 60,536 61,288

純資産合計 3,942,265 3,943,828

負債純資産合計 4,982,715 4,824,500



（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 1,372,713 1,458,541

売上原価 774,882 633,463

売上総利益 597,831 825,078

販売費及び一般管理費 391,547 446,973

営業利益 206,283 378,104

営業外収益   

受取利息 6,931 4,433

匿名組合投資利益 41,084 －

受取手数料 4,680 3,900

その他 1,554 735

営業外収益合計 54,249 9,069

経常利益 260,533 387,173

特別利益   

新株予約権戻入益 1,128 752

保険解約返戻金 － 506

特別利益合計 1,128 1,258

特別損失   

固定資産除売却損 71 228

特別損失合計 71 228

税引前四半期純利益 261,590 388,202

法人税等 116,930 171,585

四半期純利益 144,659 216,617



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(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 735,261 814,395

売上原価 370,710 356,847

売上総利益 364,551 457,547

販売費及び一般管理費 181,715 228,135

営業利益 182,835 229,412

営業外収益   

受取利息 3,009 2,110

受取手数料 2,340 1,950

その他 1,286 51

営業外収益合計 6,636 4,112

経常利益 189,472 233,525

特別利益   

新株予約権戻入益 1,128 －

特別利益合計 1,128 －

特別損失   

固定資産除売却損 － 184

特別損失合計 － 184

税引前四半期純利益 190,600 233,340

法人税等 86,192 103,755

四半期純利益 104,408 129,584



（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   

税引前四半期純利益 261,590 388,202

減価償却費 54,217 52,981

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,994 77,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,000 10,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △2,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,424 5,888

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,915 4,320

受取利息及び受取配当金 △6,931 △4,433

ソフトウエア評価損 17,438 4,060

匿名組合投資損益（△は益） △41,084 －

売上債権の増減額（△は増加） 52,901 275,561

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,096 △36,316

仕入債務の増減額（△は減少） △58,878 △4,492

前受金の増減額（△は減少） 87,608 100,221

その他 △35,014 △22,492

小計 379,083 848,880

利息及び配当金の受取額 7,684 4,596

法人税等の支払額 △2,333 △183,295

法人税等の還付額 22,204 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,640 670,181

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △39 △450,013

有形固定資産の取得による支出 △5,557 △6,143

無形固定資産の取得による支出 △66,755 △52,898

匿名組合出資金の払戻による収入 51,677 －

その他 △722 △721

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,397 △509,777

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 2,450 －

自己株式の取得による支出 － △38

配当金の支払額 △216,590 △217,241

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,140 △217,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,102 △56,875

現金及び現金同等物の期首残高 1,067,984 1,013,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,239,086 956,977



 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



  

    受注及び販売の状況 

 ①受注実績 

  当第２四半期累計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

   （注）１．金額は販売価額によっております。 

     ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ３. パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま 

             す。 

         ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

 ②販売実績 

   当第２四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。   

  

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

      ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

４．補足情報

品目別 

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） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  1,197,660  134.2  705,100  114.2

 保守  359,868  101.6  399,993  120.5

 受託開発  48,521  79.7  600  7.2

 運用管理等  96,391  84.1  2,984  40.8

 合計  1,702,440  119.7  1,108,677  114.9

品目別 

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（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  949,627  105.6

 保守  361,006  117.9

 受託開発  48,880  93.0

 運用管理等  99,028  86.1

 合計  1,458,541  106.3
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