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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の22年３月期第２四半期につきましては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有してい
る潜在株式が存在しないため記載しておりません。23年３月期第２四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 2,045 44.7 113 ― 116 ― 63 ―
22年3月期第2四半期 1,413 △27.2 △127 ― △144 ― △112 ―

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 2,088.87 ―
22年3月期第2四半期 △3,684.42 ―

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 3,704 2,214 58.9 71,714.25
22年3月期 3,649 2,192 59.4 71,255.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,182百万円 22年3月期  2,168百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

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）

（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 4,100 29.9 230 ― 220 ― 100 ― 3,285.90



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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。 

(2) 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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※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、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。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)の４ページ「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 
・平成22年８月11日に公表いたしま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11月４日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご
参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他」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 30,920株 22年3月期  30,920株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  487株 22年3月期  487株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 30,433株 22年3月期2Q 30,433株
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当第２四半期における我が国経済は、景気は足踏み状態となり、失業率が高水準にあるなど厳しい状

況にあります。先行きについては海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動など、景気がさらに

下押しされるリスクが存在しています。 

情報サービス産業では、依然として低調な景気状況だといえます。しかし、一方で、特定サービス動

態統計調査では、受注ソフトウエアが22年７月、８月と対前年同期を上回り始め、９月29日発表の第

146回日銀短観では、大企業について、ソフトウエア投資額（計画）が対前年プラス4.7%であるなど、

需要をつかむチャンスも十分にあるものと思われます。 

このような状況の下、当社グループは、課題であるリードタイムの短縮、新規の顧客開拓を地道に続

けながら、既存のお客様企業から信頼を得られるサービス提供を心掛けてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は、1,160,289千円（前年同期比60.4％増）、

営業利益153,272千円（前年同期は64,640千円の営業損失）、四半期純利益107,590千円（同52,395千円

の四半期純損失）となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における売上高は、2,045,642千円（前年同期比44.7％増）、営業

利益113,848千円（前年同期は127,979千円の営業損失）、四半期純利益63,570千円（同112,128千円の

四半期純損失）となりました。 

  

部門別の売上高の状況 
  
① ビジネス・ソリューション部門  

 ビジネス・ソリューション部門では、一般事業法人向けのシステム再構築支援案件が好調でした。

しばらくの間、システムの手直しを控えていたお客様企業が、徐々にシステム投資を再開し始めてい

る状況であり、当社グループの強みを生かせることができる分野だけに営業活動に注力してまいりま

した。また、連結納税システムTAX-Saverの受注状況も好調です。当第２四半期連結会計期間におけ

る売上高は927,794千円（前年同期比72.8％増）、当第２四半期連結累計期間における売上高は

1,624,224千円（同64.0％増）となりました。 
  
② エンジニアリング・ソリューション部門  

 エンジニアリング・ソリューション部門では、昨年度より引き続き精密機器製造業向け技術支援、

自動車関連向け技術支援が好調です。また、SI業向け技術支援が堅調に推移しました。Android OSや

iPhone OS、Windows CEを利用した製品開発に対する技術支援を立ち上げ、営業に注力しておりま

す。その結果、創業以来２番目に好調であった前期を上回る結果となっています。当第２四半期連結

会計期間における売上高は150,606千円（前年同期比18.0％増）、当第２四半期連結累計期間におけ

る売上高は293,937千円（同22.0％増）となりました。 
  
③ 教育ソリューション部門  

 教育ソリューション部門では、前年度が好調でした。今年度は、お客様企業の教育予算縮小の影響

などから、第１四半期では対前年同期比が苦戦となりましたが、第２四半期では復調し始めておりま

す。中堅エンジニア向けの中・小オンサイト案件の掘り起こしに注力しております。当第２四半期連

結会計期間における売上高は81,888千円（前年同期比39.2％増）、当第２四半期連結累計期間におけ

る売上高は127,480千円（同30.0％減）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
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 ① 資産、負債及び純資産の状況 

(ⅰ) 資産  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、14.1％増加し、2,017,769千円となりました。これ

は、主として「現金及び預金」が233,448千円、「売掛金」が98,555千円増加し、一方で、「その

他」に含まれる未収還付法人税等が55,132千円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.4％減少し、1,686,332千円となりました。これ

は、主として「その他」に含まれる差入保証金が55,538千円、同じく「その他」に含まれる長期繰

延税金資産が41,773千円減少したことなどによります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、1.5％増加し、3,704,101千円となりました。 

(ⅱ) 負債  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、6.6％増加し、1,323,757千円となりました。これは、

主として「１年内返済予定の長期借入金」が40,734千円、「その他」に含まれる前受金が34,552千

円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、22.8％減少し、166,103千円となりました。これは、

主として「長期借入金」が45,276千円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、2.2％増加し、1,489,860千円となりまし

た。 

(ⅲ) 純資産  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、2,214,241千円となりました。これは、

主として「利益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が33,035千円増加したことなどによります。  
  

 ② キャッシュ・フローの状況の分析 

 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、前第２四

半期連結会計期間末に比べて、68,548千円増加し、1,003,003千円となりました。 

(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果197,598千円(前年同期比98,669千円増)の資

金が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益183,553千円などによ

るものです。支出としては、売上債権の増加額172,351千円などとなっております。 

なお、当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果239,088千円(前年同期比91,244千円

増)の資金が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益151,495千円な

どによるものです。支出としては、売上債権の増加額98,555千円などとなっております。 

(ⅱ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における投資活動により使用した資金は20,303千円(前年同期比

143,462千円増)です。主として、定期預金の預入に30,000千円を資金支出しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は4,120千円(前年比

199,730千円増)です。主として、定期預金の預入に30,000千円を資金支出しております。 

(ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間における財務活動により得られた資金は19,805千円(前年同期比

243,266千円減)です。収入としては、短期借入れによる収入787,500千円によるものです。主な支

出としては、短期借入金の返済による支出695,000千円などとなっております。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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なお、当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は31,489千円(前年同期

比269,813千円減)です。収入としては、短期借入れによる収入1,597,500千円によるものです。主

な支出としては、短期借入金の返済による支出1,512,500千円、長期借入金の返済による支出

86,934千円などとなっております。 

  

近の業績状況を踏まえ見直しを行った結果、平成22年８月11日に公表いたしました平成23年３月期

通期の連結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11月４日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

(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。 

  

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場合には、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。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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利益及び経常利益が1,086千円、税金等調整前四半期

純利益が11,277千円それぞれ減少しております。 

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

(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 1,083,003 849,554

売掛金 806,849 708,293

商品 4,587 4,590

仕掛品 44,331 17,040

その他 82,476 191,745

貸倒引当金 △3,478 △3,403

流動資産合計 2,017,769 1,767,822

固定資産   

有形固定資産 64,990 74,968

無形固定資産   

のれん 792,733 831,906

その他 104,837 122,648

無形固定資産合計 897,570 954,555

投資その他の資産   

投資有価証券 429,026 450,635

その他 350,160 457,624

貸倒引当金 △55,415 △55,625

投資その他の資産合計 723,770 852,634

固定資産合計 1,686,332 1,882,158

資産合計 3,704,101 3,649,981

負債の部   

流動負債   

買掛金 135,758 118,756

短期借入金 760,000 757,392

1年内返済予定の長期借入金 128,950 88,216

未払法人税等 12,947 4,414

賞与引当金 49,157 46,181

その他 236,944 227,387

流動負債合計 1,323,757 1,242,347

固定負債   

長期借入金 132,602 177,878

負ののれん 32,321 36,123

その他 1,180 1,190

固定負債合計 166,103 215,191

負債合計 1,489,860 1,457,539
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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 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 239,683 206,546

自己株式 △20,277 △20,277

株主資本合計 2,198,026 2,164,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,546 3,641

評価・換算差額等合計 △15,546 3,641

新株予約権 31,761 23,911

純資産合計 2,214,241 2,192,441

負債純資産合計 3,704,101 3,649,981
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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 1,413,436 2,045,642

売上原価 1,109,402 1,428,237

売上総利益 304,033 617,404

販売費及び一般管理費 432,013 503,556

営業利益又は営業損失（△） △127,979 113,848

営業外収益   

受取利息 2,179 －

受取配当金 1,875 2,174

保険解約返戻金 24,441 －

持分法による投資利益 － 485

負ののれん償却額 － 3,802

その他 2,575 5,180

営業外収益合計 31,071 11,642

営業外費用   

支払利息 4,807 7,167

為替差損 2,691 53

持分法による投資損失 40,032 －

その他 148 1,432

営業外費用合計 47,679 8,652

経常利益又は経常損失（△） △144,587 116,838

特別利益   

投資有価証券売却益 － 25,649

受注損失引当金戻入額 － 15,861

貸倒引当金戻入額 875 －

その他 － 3,419

特別利益合計 875 44,930

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

固定資産除却損 131 －

その他 － 82

特別損失合計 131 10,273

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△143,842 151,495

法人税、住民税及び事業税 29,341 7,843

法人税等調整額 △72,710 80,082

法人税等合計 △43,368 87,925

少数株主損益調整前四半期純利益 － 63,570

少数株主利益 11,653 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,128 63,570
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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 723,404 1,160,289

売上原価 567,522 755,610

売上総利益 155,881 404,679

販売費及び一般管理費 220,521 251,406

営業利益又は営業損失（△） △64,640 153,272

営業外収益   

受取利息 968 －

保険解約返戻金 23,371 －

持分法による投資利益 － 11,247

その他 1,448 4,891

営業外収益合計 25,788 16,138

営業外費用   

支払利息 2,827 3,576

為替差損 1,994 97

持分法による投資損失 27,271 －

その他 148 487

営業外費用合計 32,241 4,161

経常利益又は経常損失（△） △71,093 165,250

特別利益   

投資有価証券売却益 － 18,218

貸倒引当金戻入額 335 －

その他 － 85

特別利益合計 335 18,303

特別損失   

固定資産除却損 131 －

特別損失合計 131 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△70,888 183,553

法人税、住民税及び事業税 17,841 7,060

法人税等調整額 △46,565 68,901

法人税等合計 △28,724 75,962

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,590

少数株主利益 10,231 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,395 107,590
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△143,842 151,495

減価償却費 51,754 33,939

のれん償却額 21,444 35,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） △875 65

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,650 2,976

受注損失引当金の増減額（△は減少） 50 △17,845

受取利息及び受取配当金 △4,055 △2,316

支払利息 4,807 7,167

持分法による投資損益（△は益） 40,032 △485

投資有価証券売却損益（△は益） － △25,649

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,191

売上債権の増減額（△は増加） 161,105 △98,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,709 △27,286

仕入債務の増減額（△は減少） △2,332 17,001

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △195 △5,772

未払又は未収消費税等の増減額 △10,625 26,241

その他の資産の増減額（△は増加） 10,064 31,110

その他の負債の増減額（△は減少） 30,699 35,575

その他 19,770 19,547

小計 166,743 192,771

利息及び配当金の受取額 4,513 2,319

利息の支払額 △4,847 △7,103

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △18,565 48,868

その他 － 2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,844 239,088

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △30,000

有形固定資産の取得による支出 △6,030 △3,898

無形固定資産の取得による支出 △52,382 △5,433

投資有価証券の取得による支出 △30,487 △23,451

投資有価証券の売却による収入 － 38,559

関係会社株式の取得による支出 △25,000 －

事業譲受による支出 △18,084 －

差入保証金の差入による支出 △74,934 －

差入保証金の回収による収入 － 26,918

その他 3,068 △6,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,851 △4,120
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（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) 

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 1,587,500 1,597,500

短期借入金の返済による支出 △1,289,500 △1,512,500

長期借入金の返済による支出 △30,000 △86,934

配当金の支払額 △29,675 △29,555

財務活動によるキャッシュ・フロー 238,324 △31,489

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,647 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,670 203,478

現金及び現金同等物の期首残高 748,849 799,554

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,935 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △30

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,454 1,003,003
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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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 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受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(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。 

３ 前連結会計年度まで区分表示しておりました「経営コンサルティング事業」及び「製品開発・販売事業」に

つきましては、第１四半期連結会計期間より「ビジネス・ソリューション部門」に含めることといたしまし

た。そのため、前年同四半期の数値を変更後の部門区分に組み替えて、前年同四半期との比較を行っており

ます。 

  

当第２四半期連結会計期間における販売実績を部門別に示すと、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 前連結会計年度まで区分表示しておりました「経営コンサルティング事業」及び「製品開発・販売事業」に

つきましては、第１四半期連結会計期間より「ビジネス・ソリューション部門」に含めることといたしまし

た。そのため、前年同四半期の数値を変更後の部門区分に組み替えて、前年同四半期との比較を行っており

ます。 

  

４. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 受注実績

部門別 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
(％)

ビジネス・ソリューション部門 1,042,027 183.9 837,615 176.5

エンジニアリング・ソリューション部門 156,706 111.6 127,916 102.0

教育ソリューション部門 21,067 53.1 10,703 40.1

合計 1,219,801 163.4 976,235 155.8

(2) 販売実績

部門別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ビジネス・ソリューション部門 927,794 172.8

エンジニアリング・ソリューション部門 150,606 118.0

教育ソリューション部門 81,888 139.2

合計 1,160,289 160.4
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