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なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

なお、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。

以 上



  

１．平成23年２月期第２四半期の連結業績（平成22年３月１日～平成22年８月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年２月期の連結業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日） 

  

  

      

平成23年２月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
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上場会社名 １ｓｔホールディングス株式会社 上場取引所  大 

コード番号 3644 ＵＲＬ  http://www.1st-hd.com 

代表者         （役職名） 代表取締役社長 （氏名）内野 弘幸 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）中嶋 智 （ＴＥＬ）  03（5962）7400 

四半期報告書提出予定日  － 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無      

四半期決算説明会開催の有無      ： 無        

  （百万円未満切捨て）

（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２月期第２四半期  4,618  －  2,018  －  2,245  －  1,216  －

22年２月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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２月期第２四半期  35  81        －

22年２月期第２四半期        －        －

  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２月期第２四半期  8,875  5,515  62.1  162  37

22年２月期  7,496  4,568  60.9  134  50

（参考）自己資本 23年２月期第２四半期 5,515百万円 22年２月期 4,568百万円 

  
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２月期        －  0 00      － 7 93  7  93

23年２月期        －  0 00

23年２月期（予想）      － 10 28  10  28

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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  8,434  －  2,983  －  3,213  －  1,786  －  52  10

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



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。） 

  

（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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時

 点においては、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きは終了しております。 

  

※  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３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。   

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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２月期２Ｑ 33,968,172株 22年２月期 33,968,172株

②  期末自己株式数 23年２月期２Ｑ －株 22年２月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年２月期２Ｑ 33,968,172株 22年２月期２Ｑ －株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気は着実に持ち直してきており、自律的回復への基盤が整

いつつありますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。また、企業収益及び企業の業況

判断は改善し、設備投資も下げ止まっておりますが、依然としてソフトウェア投資は緩やかに減少しており、厳し

い事業環境が続いております。   

 このような中、当社におきましては、平成21年11月の持株会社体制移行後強化してまいりました製販一体となっ

たグループマネジメントの一環としまして、平成22年５月に当社、販売会社であるウイングアークテクノロジーズ

株式会社、及びSVFの開発会社である株式会社エフ・アイ・ティの３社の本店を同一ビルに統合しております。こ

れにより、グループ内のコミュニケーションの活発化、ユーザーからの問い合わせに対するレスポンスの改善等を

図ってまいります。 

 営業面においては、公的機関の大型案件を受注したこともありますが、全般的に厳しい事業環境の中でも、業績

の改善を背景に投資を再開する企業もみられるようになっており、こうした投資余力のある企業の案件を取り込む

ことで、売上高は堅調に推移いたしました。 

 費用面においては、前連結会計年度より取組んでおりますコスト抑制のための施策は継続しており、外注費や広

告宣伝費等は抑制しておりますが、今後の業容拡大に向けた人材の確保等のために人件費は増加傾向にあります。

このような形で、継続的に見直しを行うことにより、バランスのとれたコスト構造を目指しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,618,397千円、営業利益は2,018,719千円、経常利益は

2,245,959千円、四半期純利益は1,216,554千円となりました。 

 当社グループの販売する製品及びサービス別の業績は、次のとおりであります。 

① ソフトウェアプロダクト売上高 

ソフトウェアプロダクト売上高は2,593,061千円となりました。主要製品別の業績は次のとおりであります。 

(a）「SVF」シリーズ 

 前連結会計年度より取り組んでおりました公的機関の大型案件を受注したことにより、堅調に推移して

おります。リーマンショック以降の設備投資削減によるシステム開発案件の延期・中止の影響につきまし

ても下げ止まり感が出ており、案件としては多くないものの比較的大型の受注案件もみられる等、全般的

な基調としても好転しつつあります。SVFシリーズの売上高は2,072,293千円となりました。 

(b）「Dr.Sum」シリーズ 

 これまでに構築したシステムに蓄積された情報を有効活用しようとするニーズは引続き高く、BI（ビジ

ネスインテリジェンス）ツールへの関心につきましても、厳しい事業環境の中においては比較的高いもの

があると認識しております。前連結会計年度において取り組んでおりました見込案件数増加のためのマー

ケティング施策の効果もあり、既存のユーザーの更新需要を取込み、売上高は堅調に推移しております。

また、新製品として、閲覧したい情報に効率良くアクセスするためにチャートや画像データを自由に画面

上で配置することができるダッシュボード製品「Dr.Sum EA MotionBoard」の発売を開始しております。

この結果、Dr.Sumシリーズの売上高は512,097千円となりました。  

(c）その他 

 「その他」製品については、StraFormシリーズを中心に、引続き他社へのOEM提供を含めた拡販に努め

ております。その結果、「その他」製品の売上高は8,670千円となりました。 

  

② 保守売上 

 当社グループは、各製品の保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。各製品の累計出荷

数の増加とともに、保守売上は増加傾向にあります。また、保守契約更新のための組織体制を強化することに

より、売上増加に努めております。その結果、保守売上の売上高は1,862,745千円となりました。 

  

③ その他 

 導入支援、トレーニング等の付随サービスの売上高を、当社グループの収益源の一つとして確立すべく、サ

ービスメニューの見直しを含めた拡販施策の検討を進めております。SVFに関連したものとしまして、ユーザ

ーで使用されている各種帳票について、SVF購入時に導入をスムーズに進めるための支援を実施する等のサー

ビスにも注力しております。また、Dr.Sumにつきましては、比較的小型の案件で早期の立上げを望まれるユー

ザーをメインターゲットとして、当社が直接システムの設計開発を実施するサービスを開始しました。これら

の結果、その他の売上高は162,590千円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産、負債及び純資産の状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における総資産は 千円であり、前連結会計年度末と比較して 千円

増加しました。流動資産は現金及び預金の増加等により 千円となり、固定資産は長期預金や敷金の減少に

伴い 千円減少し、 千円となりました。  

  負債は、未払法人税等や賞与引当金の増加等に伴い、前連結会計年度末と比較して 千円増加し、

千円となりました。 

   純資産は 千円であり、前連結会計年度末と比較して 千円増加しました。これは、配当の実施によ

  り 千円減少した一方で、四半期純利益を 千円計上した結果によるものです。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結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。）は、前連結会計年度末に比

べ 千円増加し、期間末残高は 千円となりました。  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。   

（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、 千円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純

利益 千円であり、資金の主な減少要因は、法人税等の支払額 千円等であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、 千円となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収

入 千円、保険積立金の満期及び解約による収入 千円等であり、資金の主な減少要因は、定期預金の

預入による支出 千円、有形固定資産の取得による支出 千円等であります。  

（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、 千円となりました。これは配当金の支払によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期におきまして大型案件を受注いたしましたが、当該案件を除いた部分においても当初の業績予想を上

回るペースで進捗しております。従いまして、足許の状況を踏まえた販売計画の見直しを行うとともに、費用面に

おきましても第３四半期以降の拡販・サービスレベルの向上につながる施策を追加しております。これにより、通

期の見通しといたしましては、売上高8,434百万円、営業利益2,983百万円、経常利益3,213百万円、当期純利益

1,786百万円を見込んでおります。 

（注）業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報からの判断にもとづき作成したもので

あり、さまざまな不確定要素が内在しております。今後、当社グループを取り巻く市場の経済情勢などによ

り、実際の業績は、上記の業績予想と異なる可能性がありますので、ご承知おきください。  

  

  

8,875,649 1,379,489

6,242,935

817,198 2,632,713

432,541 3,360,111

5,515,538 946,949

269,367 1,216,554

1,225,200 3,748,057

1,075,490

2,069,772 774,909

416,709

276,004 253,011

161,004 138,654

269,367
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）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概要 

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法 

 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。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 会計処理基準に関する事項の変更 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号平成19年12月27日）を適用し、第１四半期連結会

計期間に着手した受注制作ソフトウェア開発のうち、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工

事完成基準を適用しております。この変更による損益への影響はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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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８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,476,057 2,765,857

受取手形及び売掛金 998,643 775,319

有価証券 － 100,320

仕掛品 － 2,160

原材料 3,811 4,545

その他 770,759 407,183

貸倒引当金 △6,336 △9,137

流動資産合計 6,242,935 4,046,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 654,054 620,308

機械装置及び運搬具（純額） 2,432 －

工具、器具及び備品（純額） 66,365 69,254

土地 1,245,504 1,230,617

有形固定資産合計 1,968,357 1,920,180

無形固定資産   

のれん 65,845 82,609

ソフトウエア 95,980 97,570

その他 3,376 11,056

無形固定資産合計 165,202 191,236

投資その他の資産   

長期預金 － 600,000

その他 501,011 740,489

貸倒引当金 △1,858 △1,995

投資その他の資産合計 499,152 1,338,494

固定資産合計 2,632,713 3,449,911

資産合計 8,875,649 7,496,160
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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８月31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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 66,220 65,825

未払法人税等 980,334 779,877

賞与引当金 253,383 175,917

前受金 1,617,013 1,318,488

その他 288,435 419,487

流動負債合計 3,205,387 2,759,596

固定負債   

役員退職慰労引当金 33,716 33,716

その他 121,006 134,257

固定負債合計 154,723 167,974

負債合計 3,360,111 2,927,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 102,724 102,724

資本剰余金 1,560,509 1,560,509

利益剰余金 3,852,495 2,905,308

株主資本合計 5,515,730 4,568,543

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △191 46

評価・換算差額等合計 △191 46

純資産合計 5,515,538 4,568,589

負債純資産合計 8,875,649 7,496,160
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 4,618,397

売上原価 712,456

売上総利益 3,905,941

販売費及び一般管理費 1,887,222

営業利益 2,018,719

営業外収益  

受取利息 2,294

受取配当金 13

保険返戻金 218,906

匿名組合投資利益 2,072

その他 6,363

営業外収益合計 229,649

営業外費用  

為替差損 2,408

営業外費用合計 2,408

経常利益 2,245,959

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,937

特別利益合計 2,937

特別損失  

固定資産除却損 100,250

本社移転費用 78,874

特別損失合計 179,124

税金等調整前四半期純利益 2,069,772

法人税、住民税及び事業税 981,075

法人税等調整額 △127,857

法人税等合計 853,218

四半期純利益 1,216,554
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 2,677,617

売上原価 397,530

売上総利益 2,280,086

販売費及び一般管理費 958,155

営業利益 1,321,931

営業外収益  

受取利息 1,934

受取配当金 13

匿名組合投資利益 1,085

その他 314

営業外収益合計 3,347

営業外費用  

為替差損 2,408

営業外費用合計 2,408

経常利益 1,322,870

特別利益  

貸倒引当金戻入額 975

特別利益合計 975

特別損失  

本社移転費用 1,198

特別損失合計 1,198

税金等調整前四半期純利益 1,322,647

法人税、住民税及び事業税 606,786

法人税等調整額 △110,614

法人税等合計 496,172

四半期純利益 826,474
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 2,069,772

減価償却費 61,022

のれん償却額 16,763

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,937

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,466

匿名組合投資損益（△は益） △2,072

受取利息及び受取配当金 △2,307

為替差損益（△は益） △2,367

保険返戻金 △218,906

固定資産除却損 54,800

売上債権の増減額（△は増加） △223,324

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,894

仕入債務の増減額（△は減少） 395

前受金の増減額（△は減少） 298,525

その他 △285,842

小計 1,843,881

利息及び配当金の受取額 2,293

法人税等の支払額 △774,909

法人税等の還付額 4,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,075,490

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 △161,004

定期預金の払戻による収入 276,004

有形固定資産の取得による支出 △138,654

無形固定資産の取得による支出 △14,356

出資金の払込による支出 △46,605

保険積立金の積立による支出 △1,925

保険積立金の満期及び解約による収入 253,011

有価証券の売却及び償還による収入 100,000

敷金及び保証金の回収による収入 150,603

その他 △362

投資活動によるキャッシュ・フロー 416,709

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △269,367

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,225,200

現金及び現金同等物の期首残高 2,522,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,748,057

-9-



  該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 当グループはソフトウェアの開発及び販売を業として単一事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がな

いため、該当事項はありません。 

  

〔所在別セグメント情報〕  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 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）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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