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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第２四半期連結
累計期間

第47期
第２四半期連結
累計期間

第46期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 2,561,5852,498,1475,598,626

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△17,973 △56,711 165,749

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△3,151 △34,241 62,607

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△18,083 △38,632 53,926

純資産額（千円） 3,399,0493,384,9863,460,282

総資産額（千円） 4,529,5094,574,0064,741,408

１株当たり当期純利益金額又は四

半期純損失金額（△）（円）
△0.86 △9.35 17.10

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －　

自己資本比率（％） 74.5 73.7 72.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
132,302 158,950 248,140

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△24,943 △15,657 58,349

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△36,616 △36,616 △38,416

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
2,380,6392,684,6462,577,969

　

回次
第46期

第２四半期連結
会計期間

第47期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
７月１日
至平成24年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（円）

6.54 △0.76

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．第46期第２四半期連結累計期間及び第47期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

  ４．第46期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、有限会社イメージ・テン（立川）、有限会社イメージ・テン（相模原）、有限会社イメージ・テン（座間）、お

よび有限会社イメージ・テン（渋谷）の各社は平成24年４月30日付けで解散を決議し、平成24年７月11

日付で清算結了いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

    　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 　(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに持ち直しつつ

あるものの、デフレの継続や長期化する円高、欧州債務問題や新興国における景気減速の兆候などにより、今後の

景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、依

然として厳しい状況のまま推移いたしました。

　このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強

化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,498,147千円（前年同四半期比2.5%減）、営業損失は

△59,184千円（前年同期は△25,653千円の営業損失）、経常損失は△56,711千円（前年同期は△17,973千円の経

常損失）、四半期純損失は△34,241千円（前年同期は△3,151千円の四半期純損失）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①　情報処理サービス事業

　情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮小

もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は658,070千円（前年同四半期比7.3%減）、営業損失

△58,248千円（前年同期は△39,378千円の営業損失）となりました。

②　システム開発事業

　システム開発事業につきましては、主要顧客からの受注案件はほぼ横ばいとなりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,596,271千円（前年同四半期比0.2％減）、営業損失

△29,976千円（前年同期は△26,826千円の営業損失）となりました。

③　アッセンブリー事業

　アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は243,805千円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益

29,040千円（同28.4％減）となりました。

 

   (2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損

失が△67,874千円となり、売上債権の減少337,253千円、未払金の減少△52,242千円、たな卸資産の増加△86,509

千円により、当第２四半期連結会計期間末には2,684,646千円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年

度末に比べ106,677千円増加となりました。

　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）

　営業活動により獲得した資金は158,950千円（前年同四半期は132,302千円の獲得）となりました。これは主に

売上債権の減少337,253千円、未払金の減少△52,242千円、たな卸資産の増加△86,509千円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）

　投資活動に使用した資金は△15,657千円（前年同四半期は△24,943千円の使用）となりました。これは主に有

形固定資産の取得による支出△11,134千円によるものであります。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は△36,616千円（前年同四半期は△36,616千円の使用）となりました。これは配当金

の支払額によるものであります。

　

　 (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

   (4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,760,000

計 15,760,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,940,000 3,940,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株　

計 3,940,000 3,940,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日　
－ 3,940 － 333,906 － 293,182
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

川島　正夫 東京都練馬区 1,253 31.80

 システムズ・デザイン社員持株会  東京都杉並区和泉1丁目22-19 181 4.60

 ㈱みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス信託

銀行㈱）

 東京都千代田区内幸町1丁目1-5

（東京都中央区晴海1丁目8-12）
100 2.54

 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

（常任代理人　日本マスタートラスト

信託銀行㈱）

 東京都千代田区丸の内1丁目4-5

（東京都港区浜松町2丁目11-3）
100 2.54

 日本生命保険（相）
 東京都千代田区丸の内1丁目6-6日本生命

証券管理部内
100 2.54

 飯豊　和子  神奈川県相模原市中央区 97 2.47

 野村証券㈱

 (常任代理人　㈱三井住友銀行)　

 東京都中央区日本橋1丁目9-1

 (東京都千代田区大手町1丁目2-3)　
73 1.87

 武藤　英樹  東京都小平市 70 1.78

 細谷　徳男　 埼玉県川越市　 60 1.52

 川村　洋子　 千葉県柏市　 59 1.51

計 － 2,094 53.17

　　（注）上記のほか、自己株式が278千株あります。 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　278,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　3,661,200 36,612 －

単元未満株式 普通株式  　　 　500 － －

発行済株式総数      3,940,000 － －

総株主の議決権 － 36,612 －

   (注）「単元未満株式」の「普通株式」には当社所有の自己株式61株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

システムズ・デザイン㈱
東京都杉並区和泉一

丁目22番19号
278,300 － 278,300 7.06

計 － 278,300 － 278,300 7.06

　

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,577,969 2,684,646

受取手形及び売掛金 1,094,327 757,074

商品及び製品 10,844 7,852

仕掛品 37,081 130,528

原材料及び貯蔵品 14,073 10,127

その他 121,052 146,737

貸倒引当金 △367 △276

流動資産合計 3,854,982 3,736,691

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 340,100 340,963

減価償却累計額 △197,661 △199,950

建物及び構築物（純額） 142,439 141,012

機械装置及び運搬具 21,457 21,278

減価償却累計額 △18,939 △18,481

機械装置及び運搬具（純額） 2,518 2,797

土地 112,278 112,278

その他 178,735 172,017

減価償却累計額 △151,135 △147,464

その他（純額） 27,600 24,553

有形固定資産合計 284,837 280,642

無形固定資産

のれん 114,993 100,625

ソフトウエア 40,237 32,513

その他 10,459 10,470

無形固定資産合計 165,690 143,608

投資その他の資産

投資有価証券 42,533 33,306

長期貸付金 4,696 3,771

繰延税金資産 157,242 160,324

その他 231,425 215,662

投資その他の資産合計 435,898 413,064

固定資産合計 886,425 837,315

資産合計 4,741,408 4,574,006
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 23,030 18,446

未払金 316,206 264,825

未払法人税等 50,625 6,000

賞与引当金 146,076 169,630

役員賞与引当金 7,724 －

その他 129,911 103,450

流動負債合計 673,574 562,352

固定負債

退職給付引当金 555,949 572,144

役員退職慰労引当金 51,602 54,523

固定負債合計 607,552 626,667

負債合計 1,281,126 1,189,020

純資産の部

株主資本

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,898,655 2,827,798

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,440,526 3,369,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,531 2,382

その他の包括利益累計額合計 7,531 2,382

少数株主持分 12,223 12,934

純資産合計 3,460,282 3,384,986

負債純資産合計 4,741,408 4,574,006
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 2,561,585 2,498,147

売上原価 2,132,050 2,057,517

売上総利益 429,535 440,630

販売費及び一般管理費 ※1
 455,188

※1
 499,815

営業損失（△） △25,653 △59,184

営業外収益

受取利息 393 95

受取配当金 962 1,021

投資不動産賃貸料 480 480

助成金収入 4,057 －

雑収入 1,915 1,022

営業外収益合計 7,808 2,619

営業外費用

不動産賃貸原価 122 145

投資事業組合運用損 6 0

営業外費用合計 128 146

経常損失（△） △17,973 △56,711

特別利益

固定資産売却益 － 9

投資有価証券売却益 8,379 －

特別利益合計 8,379 9

特別損失

固定資産除却損 7 2,764

投資有価証券評価損 407 998

投資有価証券売却損 260 －

保険解約損 － 7,409

特別損失合計 675 11,171

税金等調整前四半期純損失（△） △10,270 △67,874

法人税等 △7,630 △34,390

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,640 △33,484

少数株主利益 510 757

四半期純損失（△） △3,151 △34,241
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【四半期連結包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,640 △33,484

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,443 △5,148

その他の包括利益合計 △15,443 △5,148

四半期包括利益 △18,083 △38,632

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △18,594 △39,390

少数株主に係る四半期包括利益 510 757

EDINET提出書類

システムズ・デザイン株式会社(E05469)

四半期報告書

13/21



（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23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24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損失（△） △10,270 △67,874

減価償却費 28,073 26,578

のれん償却額 14,367 14,367

有形固定資産除却損 7 2,308

無形固定資産除却損 － 455

投資有価証券売却損益（△は益） △8,118 －

移転費用引当金の増減額（△は減少） － △3,090

投資有価証券評価損益（△は益） 407 998

賞与引当金の増減額（△は減少） △137 23,553

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,645 △7,724

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,393 16,194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,046 △23,779

貸倒引当金の増減額（△は減少） △107 △91

受取利息及び受取配当金 △1,355 △1,117

売上債権の増減額（△は増加） 236,433 337,253

未払金の増減額（△は減少） △73,880 △52,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,782 △86,509

仕入債務の増減額（△は減少） △10,175 △4,583

その他 30,034 30,469

小計 173,291 205,167

利息及び配当金の受取額 1,353 1,115

法人税等の支払額 △42,342 △47,331

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,302 158,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 14,865 －

有形固定資産の取得による支出 △19,630 △11,134

有形固定資産の売却による収入 － 105

無形固定資産の取得による支出 △12,572 △5,542

貸付けによる支出 △300 △200

貸付金の回収による収入 980 1,115

子会社株式の取得による支出 △8,286 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,943 △15,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △36,616 △36,616

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,616 △36,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,743 106,677

現金及び現金同等物の期首残高 2,309,896 2,577,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,380,639

※1
 2,684,646
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【会計方針の変更】

　　　(減価償却方法の変更)

　　　  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　　　  これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(税金費用の計算)

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。　

 

【追加情報】

　該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

役員報酬 60,730千円 55,978千円

従業員給料手当 143,234 168,481

賞与引当金繰入額 23,125 30,582

役員賞与引当金繰入額 4,518 －

退職給付費用 9,085 11,453

役員退職慰労引当金繰入額 4,046 3,440

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 2,380,639千円 2,684,646千円

現金及び現金同等物 2,380,639 2,684,646

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

配当金支払額

    （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 36,616 10.0平成23年３月31日平成23年６月24日利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

配当金支払額

    （決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月21日

定時株主総会
普通株式 36,616 10.0平成24年３月31日平成24年６月22日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　　　

　 （単位：千円）

　 　報告セグメント
　調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

 
情報処理
サービス

システム開
発

アッセンブ
リー

合計

売上高                         

外部顧客に対す

る売上高
710,1321,599,621251,8312,561,585 － 2,561,585

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － －

計 710,1321,599,621251,8312,561,585 － 2,561,585

セグメント利益又

は損失（△）
△39,378△26,826 40,551 △25,653 － △25,653

　　　　（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　　　

　 （単位：千円）

　 　報告セグメント
　調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

 
情報処理
サービス

システム開
発

アッセンブ
リー

合計

売上高                         

外部顧客に対す

る売上高
658,0701,596,271243,8052,498,147 － 2,498,147

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － －

計 658,0701,596,271243,8052,498,147 － 2,498,147

セグメント利益又

は損失（△）
△58,248△29,976 29,040 △59,184 － △59,184

　　　　（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 0円86銭 9円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 3,151 34,241

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 3,151 34,241

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,661 3,661

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成24年11月14日

システムズ・デザイン株式会社

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　　一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植草　　寛　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシステムズ・デザ

イン株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月

１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、システムズ・デザイン株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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