
  

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 
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  （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12月期第２四半期  4,843  △13.3  △168  －  △100  －  △222  －

22年12月期第２四半期  5,586  1.2  △18  △139.3  93  △2.0  37  △5.3

  
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12月期第２四半期  △53  40  －  －

22年12月期第２四半期  8  89  －  －

  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12月期第２四半期  6,060  4,437  73.2  1,062  73

22年12月期  6,889  4,811  69.8  1,152  28

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 4,437百万円 22年12月期 4,811百万円

  
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12月期  －  －  0 00 － － 30 00  30  00

23年12月期  －  －  0 00       

23年12月期（予想）     － － 20 00  20  00

（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  9,900  △10.5  △218  －  △120  －  △242  －  △57  95

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



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。） 

新規        社  （社名）                        、除外        社  （社名） 

（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。 

  

（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）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12月期２Ｑ 4,521,000株 22年12月期 4,521,000株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 345,206株 22年12月期 345,206株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 4,175,794株 22年12月期２Ｑ 4,175,794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、昨年からの回復基調を引き継ぎ、前半こそ堅調に推移してま

いりましたが、後半は、東日本大震災の影響や電力使用制限等による企業活動の停滞が響き、また、再び円高が進

行するなど、景気回復に急ブレーキがかかる大変厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループが属します、情報サービス産業におきましても、先行き不透明な状況にあって、企業等が情報化投

資を抑制した影響は大きく、当第２四半期に入り、ソフト開発需要の低迷がより顕著となりました。 

 また、ソフト開発需要の低迷は、全般のデフレ基調もあって、競争激化による受注価格の低下をもたらしており

ます。 

 このような環境下、当社グループは、得意とするモバイル関連にとどまらず、顧客層の更なる拡大にも鋭意取り

組み、受注の獲得に努めてまいりました。 

 しかしながら、旧来の主要ユーザからの受注量減少の影響を即座にカバーするまでには至らず、連結売上高は前

年同期を下回りました。 

 利益面においては、受注環境が大変厳しい中、特に第２四半期に入っての要員稼働率低下が響き、連結営業損

失、同経常損失となりました。 

 また、主に創業者役員の退任にともなう役員退職慰労金の一部を特別損失に計上しており、これにより税金等調

整前四半期純損失は同経常損失額を大きく上回っております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高48億43百万円（前年同期比13.3％減）、営業損失１億

68百万円（前年同期比－％減）、経常損失１億円（前年同期比－％減）、当期純損失２億22百万円（前年同期比

－％減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

 資産は、60億60百万円と前連結会計年度末より８億28百万円減少いたしました。これは主として現金及び預金、

受取手形及び売掛金等の減少によるものであります。 

 負債は、16億22百万円と前連結会計年度末より４億54百万円減少いたしました。これは主として役員退職慰労引

当金、未払金等の減少によるものであります。 

 純資産は、44億37百万円と前連結会計年度末より３億73百万円減少いたしました。これは主として利益剰余金の

減少によるものであります。 

 なお、自己資本比率は 73.2％と 3.4 ポイント増加いたしました。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

  

 当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、６億50百万円の減少となり、前

連結会計年度末（平成22年12月31日）の資金残高17億68百万円に、当第２四半期連結累計期間に増加した新規連結

子会社の資金残高16百万円を加えた17億84百万円を受け、当第２四半期末の資金残高は11億33百万円となりまし

た。  

   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、資金は４億47百万円の減少となりました。この減少は主として税金等調整前四半期純損失３億

16百万円、役員退職慰労引当金の減少２億29百万円等の資金の減少要因が、売上債権の減少４億57百万円等の資金

の増加要因を上回った事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、資金は78百万円の減少となりました。この減少は主として関係会社株式の取得による支出45百

万円、有形固定資産取得による支出25百万円等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、資金は１億25百万円の減少となりました。この減少は配当金の支払によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

 今後のわが国経済は、東日本大震災の影響や、欧州金融不安などの世界情勢、また円高の今後の動向など、先行

きは依然不透明であり、当面は厳しい状況が続くと予想しております。 

 当社グループの属する情報サービス産業においては、企業の投資が抑制される中、情報化投資の中断や先送り等

が顕在化してきており、受注環境の好転には相当の時間を要すると予想しております。 

 当社グループにおきましては、このような事業環境を鑑み、期初計画策定時に見込んだ景気回復およびそれに伴

う情報化投資の再開が遅れると判断し、また最近の業績動向を踏まえ、期初に公表いたしました通期の業績予想を

下記の通り修正いたします。 

 なお、詳細は本日同時にて開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」も参照ください。 

  

１．平成23年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年１月１日 ～ 平成23年12月31日） 

  

２．平成23年12月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年１月１日 ～ 平成23年12月31日） 

  

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  10,720  217  277  21  5  03

今回修正予想（Ｂ）  9,900  △218  △120  △242  △57  95

増減額（Ｂ－Ａ）  △820  △435  △397  △263  △62    98

増減率（％）  △7.6  －  －  － －   

前期実績  11,058  △24  174  41  9  94

  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 

前回発表予想（Ａ）  10,194  214  274  20  4  79

今回修正予想（Ｂ）  9,300  △200  △117  △239  △57  23

増減額（Ｂ－Ａ）  △894  △414  △391  △259  △62    02

増減率（％）  △8.8  －  －  － －   

前期実績  10,595  9  174  44  10  74
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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、当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 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第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）および「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および経常利益は4,327千円減少し、税金等調整前四半期

純損失は21,143千円増加しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34,054千円であります。 

② 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損

失」の科目で表示しております。 

  

  

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23年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,144,241 1,777,841

受取手形及び売掛金 1,608,933 1,998,425

有価証券 499,672 500,068

商品 1,821 4,391

仕掛品 339,757 255,114

前払費用 83,944 91,331

繰延税金資産 173,393 156,377

その他 40,049 49,243

貸倒引当金 △1,424 △2,089

流動資産合計 3,890,388 4,830,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 322,637 283,274

減価償却累計額 △181,707 △168,801

建物及び構築物（純額） 140,929 114,472

土地 248,084 248,084

その他 124,664 94,126

減価償却累計額及び減損損失累計額 △69,551 △67,797

その他（純額） 55,113 26,328

有形固定資産合計 444,126 388,885

無形固定資産   

その他 74,669 99,272

無形固定資産合計 74,669 99,272

投資その他の資産   

投資有価証券 1,095,013 1,100,632

関係会社株式 95,000 80,000

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 3,417 4,490

差入保証金 125,328 126,452

会員権 7,066 7,066

繰延税金資産 185,243 102,916

その他 36,908 37,544

貸倒引当金 △16,006 △8,042

投資その他の資産合計 1,651,267 1,570,356

固定資産合計 2,170,064 2,058,514

資産合計 6,060,453 6,889,218
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 446,924 535,824

短期借入金 70,000 70,000

未払金 262,463 439,642

未払費用 38,195 35,536

未払法人税等 18,691 10,971

未払消費税等 53,900 113,232

賞与引当金 228,685 214,355

受注損失引当金 5,211 7,299

その他 358,166 321,020

流動負債合計 1,482,238 1,747,884

固定負債   

長期未払金 19,083 19,415

役員退職慰労引当金 81,131 310,216

資産除去債務 40,257 －

固定負債合計 140,472 329,632

負債合計 1,622,711 2,077,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金 1,970,600 1,970,600

利益剰余金 1,326,955 1,696,049

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,433,627 4,802,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,500 8,980

評価・換算差額等合計 2,500 8,980

少数株主持分 1,613 －

純資産合計 4,437,741 4,811,701

負債純資産合計 6,060,453 6,889,218
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,586,064 4,843,285

売上原価 4,815,775 4,219,321

売上総利益 770,288 623,963

販売費及び一般管理費 789,129 792,456

営業損失（△） △18,840 △168,492

営業外収益   

受取利息 8,934 13,821

受取配当金 1,717 2,940

受取保険金 6,500 －

助成金収入 76,536 40,050

その他 19,451 12,010

営業外収益合計 113,141 68,823

営業外費用   

支払利息 526 571

その他 0 342

営業外費用合計 526 913

経常利益又は経常損失（△） 93,774 △100,582

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,109 701

特別利益合計 1,109 701

特別損失   

固定資産除却損 415 8,125

役員退職慰労金 200 181,422

その他 － 27,169

特別損失合計 615 216,716

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（△）

94,268 △316,598

法人税、住民税及び事業税 9,326 7,296

法人税等調整額 47,835 △99,453

法人税等合計 57,162 △92,156

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △224,441

少数株主損失（△） － △1,445

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,105 △222,996
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,656,993 2,191,795

売上原価 2,329,522 1,960,588

売上総利益 327,471 231,206

販売費及び一般管理費 423,239 430,589

営業損失（△） △95,768 △199,383

営業外収益   

受取利息 5,096 7,040

受取配当金 1,318 2,427

助成金収入 60,886 30,880

その他 16,827 7,571

営業外収益合計 84,128 47,919

営業外費用   

支払利息 267 307

その他 0 65

営業外費用合計 267 373

経常損失（△） △11,907 △151,836

特別利益   

貸倒引当金戻入額 303 401

特別利益合計 303 401

特別損失   

固定資産除却損 415 1,149

その他 － 294

特別損失合計 415 1,444

税金等調整前四半期純損失（△） △12,019 △152,879

法人税、住民税及び事業税 △52,385 3,825

法人税等調整額 58,332 △47,770

法人税等合計 5,947 △43,944

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △108,935

少数株主損失（△） － △303

四半期純損失（△） △17,966 △108,632
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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（△）

94,268 △316,598

減価償却費 33,189 38,796

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,768 7,298

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,627 14,329

受注損失引当金の増減額（△は減少） △9,172 △2,088

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,937 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,852 △229,085

役員退職慰労金 － 181,422

受取利息及び受取配当金 △10,652 △13,821

助成金収入 △76,536 △40,050

受取保険金 △6,500 －

支払利息 526 571

雑収入 △12,400 －

固定資産除却損 415 8,125

売上債権の増減額（△は増加） 345,602 457,790

たな卸資産の増減額（△は増加） 289,278 △82,072

仕入債務の増減額（△は減少） △204,051 △118,293

未払金の増減額（△は減少） △53,610 △190,455

未払消費税等の増減額（△は減少） 49,802 △59,857

長期未払金の増減額（△は減少） △123,024 △331

その他の流動資産の増減額（△は増加） △41,037 44,373

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,265 1,568

その他 1,501 3,463

小計 323,984 △278,098

利息及び配当金の受取額 11,292 12,404

利息の支払額 △553 △593

助成金の受取額 33,153 14,177

保険金の受取額 6,500 －

役員退職慰労金の支払額 － △181,422

法人税等の支払額 △51,310 △13,527

営業活動によるキャッシュ・フロー 323,066 △447,060
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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 △2,216 △2,634

定期預金の払戻による収入 1,605 2,028

有形固定資産の取得による支出 △14,957 △25,492

無形固定資産の取得による支出 △11,184 △7,418

投資有価証券の取得による支出 △90,879 △698,675

投資有価証券の償還による収入 － 700,000

敷金及び保証金の差入による支出 △1,163 △631

敷金及び保証金の回収による収入 18,879 2,813

関係会社株式の取得による支出 △30,000 △45,000

長期前払費用の取得による支出 △1,342 292

その他 △2,815 △3,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,074 △78,287

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △103,625 △125,158

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,625 △125,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,366 △650,506

現金及び現金同等物の期首残高 2,230,485 1,768,180

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,315,852 1,133,973
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは、情報サービス事業ならびにこれらの付帯業務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１四半期連結会計期間より、「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）および「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。 

  

 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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