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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 4,129 △9.7 94 △44.4 95 △44.6 51 △46.7
22年3月期第2四半期 4,571 4.3 170 11.4 172 10.3 96 10.2

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 2,393.69 ―
22年3月期第2四半期 4,487.01 ―

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 3,217 2,268 70.5 105,065.22
22年3月期 3,311 2,265 68.4 104,916.68

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,268百万円 22年3月期  2,265百万円

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 ― 2,200.00 2,200.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 1,540.00 1,540.00

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 8,000 △8.6 201 △37.6 203 △37.8 110 △39.3 5,134.53



(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.4「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  21,590株 22年3月期  21,590株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  21,590株 22年3月期2Q 21,590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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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）3ページ「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間（平成22年4月1日～平成22年9月30日）におけるわが国経済は、円高や外需減速

感に加え、自律回復の動きが弱く、国内景気先行きに対する不透明感は依然として払拭されない状況とな

っております。 

当社の事業環境につきましても、取引先各社における設備投資等に対する慎重な姿勢は変わらず、一部

に契約単金等の下げ止まりは見られるものの、取引条件見直しによる契約期間の短期化や同業他社との入

札を強いられるなど、下振れリスクを抱えながら推移しました。 

 このような状況の下、当社は、システムソリューションサービス事業において、今後の技術転換へ向け

た要員の配置転換とＯＪＴを含めた育成環境の整備を推進しました。また、業務の信頼性及び顧客の満足

度向上に寄与するマネジメントシステムの具体的確立を目指し、情報セキュリティにおける組織のマネジ

メントであるISMS（ISO27001）を平成22年7月に取得、さらには、品質管理における業務の標準化を推進

するISO9001を平成22年8月に取得しました。 

 ＢＰＯサービス事業においては、改正労働者派遣法案の動向を睨み、取引先に対しての契約形態や人材

スキルの見直し等、新たなビジネス展開に向けた企画・提案型の営業を積極的に推進しました。 

 一方、経営基盤の見直しの観点から、新卒者採用を昨年の26名から本年は8名に抑制するなど、コスト

削減等に努めてまいりましたが、ＢＰＯサービス事業において改正労働者派遣法案に対する取引先におけ

る派遣契約打ち切り等の影響から派遣スタッフの有給休暇取得率が増加するなど収益への影響が生じまし

た。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,129百万円(前年同四半期比9.7％減）、営業利

益94百万円（同44.4％減）、経常利益95百万円（同44.6％減）、四半期純利益は51百万円（同46.7％減）

となりました。 

事業のセグメント別の売上高は、次のとおりであります。 

  

①システムソリューションサービス事業 

金融システムに伴う新規開発案件の一部支援業務の増加やデータマイニング業務における新規案件の

増加などもあり、全体的に堅調に推移しました。この結果、売上高は1,752百万円となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

短期の派遣契約案件等、新規案件の増加もありましたが、アウトソーシング業務における主力案件で

あった販売サポート業務の減少や、お客様の内製化による業務終了に伴った派遣スタッフの有給休暇取

得増による売上減少などの影響により、売上高は2,377百万円となりました。 

  

（資産の部） 

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して94百万円減少し、3,217百万円となり

ました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して95百万円減少し、3,098百万円となりました。これは主に、現金

及び預金113百万円及び売掛金12百万円が減少したこと、仕掛品28百万円が増加したこと等によるもので

あります。 

 固定資産は、前事業年度末と比較して1百万円増加し、118百万円となりました。これは、敷金及び保証

金が9百万円増加したこと、減価償却累計額が7百万円増加したこと等によるものであります。 

（負債の部） 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して97百万円減少し、948百万円となりま

した。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して94百万円減少し、926百万円となりました。これは主に、未払金

144百万円、未払法人税等36百万円及び役員賞与引当金3百万円が減少したこと、賞与引当金91百万円及び

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

(2) 財政状態に関する定性的情報
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買掛金7百万円が増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末と比較し2百万円減少し、22百万円となりました。これは、役員退職慰労引

当金2百万円が減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して3百万円増加し、2,268百万円となり

ました。これは、当第２四半期純利益51百万円及び配当金の支払い47百万円等によるものであります。 

  

平成22年5月12日公表の平成23年3月期の通期の業績予想につきましては、経済環境は依然として不透明

な状況下にあり、当社の事業に影響が大きいと思われる改正労働者派遣法の見通しが明らかにされてない

ことなど不確定要素が多いことから、当初の予想値は変更しておりません。 

※業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因により異なる場合があります。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

ア．棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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。 

イ．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、事業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。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

当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、住民税及び事業税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。  

 これによる当第２四半期累計期間の損益への影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,786,199 1,900,083

売掛金 1,135,816 1,148,228

仕掛品 32,468 4,434

貯蔵品 2,543 1,378

繰延税金資産 129,873 129,873

その他 18,713 17,056

貸倒引当金 △6,620 △6,684

流動資産合計 3,098,994 3,194,371

固定資産

有形固定資産 22,034 26,657

無形固定資産 3,433 5,556

投資その他の資産 92,873 84,829

固定資産合計 118,341 117,043

資産合計 3,217,336 3,311,414

負債の部

流動負債

買掛金 138,300 131,207

未払金 392,911 537,430

未払法人税等 49,640 86,363

賞与引当金 228,518 137,238

役員賞与引当金 4,500 7,700

その他 112,545 121,067

流動負債合計 926,416 1,021,007

固定負債

長期未払金 773 835

役員退職慰労引当金 21,788 24,420

固定負債合計 22,561 25,255

負債合計 948,977 1,046,262

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,745,387 1,741,205

株主資本合計 2,263,435 2,259,253

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,922 5,897

評価・換算差額等合計 4,922 5,897

純資産合計 2,268,358 2,265,151

負債純資産合計 3,217,336 3,311,414
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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 4,571,480 4,129,651

売上原価 4,114,487 3,763,064

売上総利益 456,993 366,586

販売費及び一般管理費 286,623 271,889

営業利益 170,370 94,696

営業外収益

受取利息 2,109 794

その他 197 169

営業外収益合計 2,306 964

経常利益 172,677 95,660

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 64

特別利益合計 － 64

特別損失

投資有価証券評価損 1,369 －

ゴルフ会員権評価損 － 250

特別損失合計 1,369 250

税引前四半期純利益 171,307 95,474

法人税、住民税及び事業税 74,433 43,795

四半期純利益 96,874 51,679
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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 171,307 95,474

減価償却費 1,049 9,735

貸倒引当金の増減額（△は減少） 727 △64

賞与引当金の増減額（△は減少） 98,074 91,279

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,630 △2,632

受取利息及び受取配当金 △2,259 △944

売上債権の増減額（△は増加） △128,704 12,412

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,918 △29,197

仕入債務の増減額（△は減少） △19,688 7,093

未払金の増減額（△は減少） △105,522 △137,781

その他 △22,400 △27,937

小計 △19,704 17,437

利息及び配当金の受取額 2,876 1,069

法人税等の支払額 △78,906 △76,741

営業活動によるキャッシュ・フロー △95,734 △58,234

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 △660 △7,793

無形固定資産の取得による支出 － △1,933

貸付けによる支出 △5,000 －

貸付金の回収による収入 1,250 1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,410 △8,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △69,277 △47,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,277 △47,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,422 △113,883

現金及び現金同等物の期首残高 1,674,307 1,900,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,504,884 1,786,199
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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） 

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２四半期累計期間における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリュ

ーションサービスのみで行っております。 
  

 
(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。 

  

当第２四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、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 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当第２四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、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 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
(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

 ① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 1,067,384 ─

合  計 1,067,384 ─

 ② 受注実績

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
（％）

システムソリューションサービス 1,609,205 ─ 896,282 ─

ＢＰＯサービス 2,250,807 ─ 1,191,848 ─

合  計 3,860,013 ─ 2,088,131 ─

 ③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 1,752,324 ─

ＢＰＯサービス 2,377,326 ─

合  計 4,129,651 ─

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社 ＤＴＳ ─ ─ 457,861 11.1

財団法人 電気通信共済会 476,444 10.4 ─ ─
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