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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）
 (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 8,264 10.2 437 307.5 508 322.9 175 194.1
22年３月期第２四半期 7,501 3.9 107 △2.7 120 △27.1 59 △32.1

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 29 09 -
22年３月期第２四半期 9 89 -

 (2) 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 8,671 5,617 64.8 930 41
22年３月期 9,067 5,635 62.2 933 42

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 5,617百万円 22年３月期 5,635百万円

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 - 25 00 25 00
23年３月期 - 0 00
23年３月期(予想) - 25 00 25 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)

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 17,300 5.5 830 39.2 900 47.7 360 15.1 59 62
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(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） 

 
  

 （※ 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レビュー手続の対象外でありますが、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。 

  

 （※ 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、【添付資料】3ページ「1．当四半期の業績等に関する定性的情報（3）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】4ページ 「2. その他の情報」をご覧ください。）

(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。

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 6,278,400株 22年３月期 6,278,400株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 240,620株 22年３月期 240,540株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 6,037,822株 22年３月期２Ｑ 6,037,866株
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当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国向け輸出の拡大等により企

業業績の一部に改善の動きが見られるものの、アメリカ・欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念か

ら、為替相場・株式市場は混乱し、またデフレの影響もあいまって、先行き不透明な状態が継続して

おります。 

情報サービス産業を取り巻く環境は、幅広い業種において2010年度のソフトウェア投資が昨年度に

比べて回復する方向にあると考えられているものの、外部発注から内製化へのシフト、製品・サービ

スの価格低下、案件の小型化など、業況は厳しいものとなりました。 

このような環境のもと、当社は、総合受注力強化、製造工程の価格競争力強化、新たな市場・事業

の創出に注力し、収益の確保に努めております。 

当第２四半期累計期間の業績は、金融分野、法人分野、公共・公益分野がいずれも堅調に推移し、

売上高は 8,264百万円（前年同期比 10.2％増）となり前年同期を上回りました。 

利益面では、売上高の増加や稼働率・生産性の向上により、売上総利益が前年同期に比べ増加した

ことや、管理業務の効率化などコストの低減に取組んだことにより、営業利益は 437百万円（前年同

期比 307.5％増）、経常利益は 508百万円（前年同期比 322.9％増）となりました。しかしながら、

保有有価証券のうち実質価額が著しく下落したものについて、投資有価証券評価損 114百万円を特別

損失に計上したことなどから、四半期純利益は 175百万円（前年同期比 194.1％増）となりました。 

 業種分野別の売上高は次のとおりであります。 

金融分野は、金融機関の業務アプリケーションからシステム基盤、ネットワーク関連業務までのト

ータルなサービス提供に努めるとともに、クレジット関連向け及び保険関連向けシステム開発に注力

したことなどにより、前年同期比 3.9％増収の 5,153百万円となりました。 

法人分野は、受注優先での対応を徹底したことなどにより、運輸関連向けシステム開発等が増加

し、前年同期比 14.5％増収の 2,335百万円となりました。 

公共・公益分野は、受注拡大に注力してきたエネルギー関連向けシステム開発の増加等により、前

年同期比 54.3％増収の 775百万円となりました。 

【業種分野別売上高】 
(単位：百万円) 

 
  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

業種分野／期
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前年同期比

増減率金額 構成比 金額 構成比

金 融 4,958 66.1％ 5,153 62.3％ 3.9％

法 人 2,040 27.2％ 2,335 28.3％ 14.5％

公共・公益 502 6.7％ 775 9.4％ 54.3％

合 計 7,501 100.0％ 8,264 100.0％ 10.2％
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は8,671百万円となり、前事業年度末に比べ396百万円減少いたし

ました。 

流動資産は、たな卸資産の増加などがありましたが、売掛金の減少などがあり、前事業年度末と比

べ 232百万円減少し、7,392百万円となりました。固定資産は、投資有価証券が減少したことなどに

より、前事業年度末と比べ 163百万円減少し、1,278百万円となりました。 

流動負債は、未払費用等の増加がありましたが、短期借入金、未払法人税等の減少などがあり、前

事業年度末と比べ 401百万円減少し、2,961百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加がありましたが、その他有価証券評価差額金の減少などがあり、前事

業年度末と比べ 18百万円減少し、5,617百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事

業年度末に比べ 92百万円増加し、2,819百万円（前年同期は 2,050百万円）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金は、受注損失引当金の減少 102百万円、たな

卸資産の増加 413百万円等があるものの、税引前四半期純利益 379百万円、売上債権の減少 725百

万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは 525百万円（前年同期は 945百万円）となり

ました。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金は、差入保証金の回収による収入 19百万円

等があり、投資活動によるキャッシュ・フローは 23百万円（前年同期は △443百万円）となりま

した。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金は、運転資金の返済による短期借入金の純減

少 300百万円、配当金の支払 150百万円等があり、財務活動によるキャッシュ・フローは △456百

万円（前年同期は △656百万円）となりました。 

  

当社は営業活動の強化による受注確保・拡大に努めており、金融分野、法人分野、公共・公益分野

のシステム開発がいずれも堅調に推移する見込みです。また、受注の確保に伴い、稼働率・生産性等

が向上するとともに、管理業務の効率化等のコスト削減施策が寄与し、全社的な収益性が向上する見

込みです。 

この結果、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回予想を上回る見通しであることか

ら、平成23年３月期通期の業績予想を修正いたしました。 

修正の詳細につきましては、平成22年11月２日発表の当社開示資料「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

＊上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 （税金費用の計算） 

 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。ただし、当該見積実効税率を用いて法人税等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。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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期会計期間から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 企業会計基準第18号)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)を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 468千円減少し、税引前四半

期純利益は 15,497千円減少しております。 

（表示方法の変更） 

 前第２四半期累計期間において、営業外収益の「保険配当金」を区分掲記しておりましたが、金額

的重要性が減少したため、当第２四半期累計期間では「その他」に含めております。なお、当第２四

半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険配当金」は2,799千円であります。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 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 2,819,838 2,727,308
売掛金 2,921,916 3,647,213
有価証券 300,000 300,000
たな卸資産 747,963 334,202
繰延税金資産 496,096 496,096
その他 107,287 121,277
貸倒引当金 △110 △152
流動資産合計 7,392,991 7,625,945

固定資産
有形固定資産 73,798 65,284
無形固定資産 14,082 10,422
投資その他の資産
投資有価証券 539,089 708,972
関係会社株式 37,280 37,280
繰延税金資産 44,781 30,693
差入保証金 562,731 581,872
その他 6,611 7,331
貸倒引当金 △159 △195
投資その他の資産合計 1,190,333 1,365,954

固定資産合計 1,278,214 1,441,662
資産合計 8,671,206 9,067,607

負債の部
流動負債
買掛金 603,938 626,744
短期借入金 701,000 1,001,000
未払金 119,631 125,096
未払費用 1,186,647 1,093,241
未払法人税等 220,520 255,261
役員賞与引当金 18,000 27,300
受注損失引当金 4,406 106,688
その他 107,446 127,744
流動負債合計 2,961,590 3,363,076

固定負債
長期未払金 68,700 68,700
資産除去債務 23,316 －
固定負債合計 92,016 68,700

負債合計 3,053,607 3,431,776
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（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 970,400 970,400
資本剰余金 831,739 831,739
利益剰余金 4,047,446 4,022,765
自己株式 △204,230 △204,173
株主資本合計 5,645,355 5,620,731

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △27,756 15,099
評価・換算差額等合計 △27,756 15,099

純資産合計 5,617,599 5,635,830
負債純資産合計 8,671,206 9,067,607
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(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 7,501,599 8,264,541
売上原価 6,374,372 6,927,677
売上総利益 1,127,226 1,336,863
販売費及び一般管理費 1,019,765 898,975
営業利益 107,461 437,887
営業外収益
受取利息 1,771 1,804
受取配当金 9,667 9,988
保険配当金 6,702 －
助成金収入 － 59,115
その他 2,408 5,266
営業外収益合計 20,549 76,174

営業外費用
支払利息 5,841 5,430
有価証券償還損 1,801 －
その他 100 －
営業外費用合計 7,743 5,430

経常利益 120,268 508,632
特別利益
投資有価証券売却益 5 －
貸倒引当金戻入額 － 78
特別利益合計 5 78

特別損失
投資有価証券評価損 6,525 114,355
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,029
特別損失合計 6,525 129,385

税引前四半期純利益 113,747 379,325
法人税等 54,030 203,697
四半期純利益 59,717 175,627
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(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 113,747 379,325
減価償却費 29,727 9,107
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,900 △9,300
受注損失引当金の増減額（△は減少） 27,199 △102,282
受取利息及び受取配当金 △11,438 △11,792
支払利息 5,841 5,430
投資有価証券売却損益（△は益） △5 －
投資有価証券評価損益（△は益） － 114,355
売上債権の増減額（△は増加） 1,130,731 725,296
たな卸資産の増減額（△は増加） △302,318 △413,760
仕入債務の増減額（△は減少） 40,965 △22,806
未払金の増減額（△は減少） △40,142 △10,782
未払費用の増減額（△は減少） 53,871 93,408
未払消費税等の増減額（△は減少） △18,005 △23,518
その他 19,015 22,708
小計 1,037,289 755,390
法人税等の支払額 △91,294 △229,933
営業活動によるキャッシュ・フロー 945,994 525,457

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 50,000 －
有価証券の純増減額（△は増加） △494,648 －
有形固定資産の取得による支出 △3,181 △1,880
無形固定資産の取得による支出 △1,570 △5,999
投資有価証券の取得による支出 △5,517 △1,629
投資有価証券の売却による収入 471 －
従業員に対する貸付けによる支出 △3,300 △970
従業員に対する貸付金の回収による収入 4,089 2,649
利息及び配当金の受取額 10,902 11,809
差入保証金の回収による収入 － 19,220
その他 △832 134
投資活動によるキャッシュ・フロー △443,585 23,335

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 △300,000
自己株式の取得による支出 △13 △57
利息の支払額 △5,386 △5,257
配当金の支払額 △150,947 △150,946
財務活動によるキャッシュ・フロー △656,346 △456,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △153,937 92,530
現金及び現金同等物の期首残高 2,204,390 2,727,308
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,050,453 2,819,838
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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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 当社は、「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  (追加情報) 

第１四半期会計期間から「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。なお、同会計基準第６項及び第11項に基づき、

当社における事業セグメントは、「システム開発」のみの単一セグメントであります。 

  

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) 

 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) セグメント情報

(6) 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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当社は、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体と

するシステム開発事業を営んでおり、当社におけるセグメントは、「システム開発」のみの単一セグメン

トであります。なお、当事業年度の第１四半期会計期間より事業セグメントによる表示を行なっているこ

とから前年同期比については、前年同期の事業区分別による実績数値を事業セグメントによる表示に組み

替えて算定しております。 

また、当社においては、開発システム等の納期が、得意先の期末（多くは３月）に集中する傾向が顕著

であります。このため、売上高等は第４四半期会計期間に偏重する傾向があります。 

① 生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注実績 

当第２四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

システム開発 6,927,677 +8.7

合計 6,927,677 +8.7

セグメントの名称 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(％)

システム開発 8,218,116 +16.3 6,069,099 △1.9

合計 8,218,116 +16.3 6,069,099 △1.9

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

システム開発 8,264,541 +10.2

合計 8,264,541 +10.2
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