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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第2四半期 1,106 3.5 132 △11.9 133 △12.6 66 38.8
21年3月期第2四半期 1,069 ― 150 ― 152 ― 47 ―

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

22年3月期第2四半期 1,703.65 1,696.03
21年3月期第2四半期 1,158.48 ―

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

22年3月期第2四半期 3,234 2,960 90.9 75,442.63
21年3月期 3,127 2,877 91.4 73,319.99

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,939百万円 21年3月期  2,857百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成22年３月期末の配当につきましては、未定のため―表示としております。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 2,569 18.2 331 5.8 333 5.8 175 3.4 4,501.66
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(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適用  有  
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第2四半期 40,383株 21年3月期  40,383株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,414株 21年3月期  1,414株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 38,969株 21年3月期第2四半期 41,290株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による財政政策の効果により個人消費や生産活動に一部

回復の兆しが見えたものの、設備投資や雇用情勢の低迷状態は払拭されず、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。また、当社グループを取り巻く経済環境は、引き続き、お客様のサービス選別がますます厳しくなる

ことが考えられます。  

 こうした状況の下、当社グループは、前連結会計年度に策定した平成20年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画

「To the next 10」において掲げた目標達成に向け、①実効ある内部統制システムの構築と運用、②事業分野

別の戦略的取り組み、③生産管理と原価管理の強化、④システム等のインフラの強化、⑤業務フローの共通化、を

骨子とする５つの基本戦略を中軸に取り組みました。 

 当第２四半期において特に注力した取り組みといたしましては、グループ経営の効率化を図ることを目的に、グ

ループ３社の本社を集約し、グループの社内インフラを整備、統合いたしました。今後はグループのサービスシス

テムの共通基盤の強化、業務フローの共通化により、低コストオペレーションを実現してまいります。 

 また、当社グループは、前連結会計年度に地固めした収益獲得のための体制を更に強化するため、引き続き、与

信管理に関するセミナーやサービスの説明会を積極的に開催する等、サービスの浸透化と利用促進を促す施策を実

施いたしました。また、安定したサービスを提供するためのインフラ強化等の設備投資を行うとともに、従来から

注力している低コスト構造の維持や採算管理を徹底いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,106,762千円（前年同期比103.5％）となりました。景況感の

悪化によりＡＳＰサービスの与信管理サービス等は利用が促進したものの、会員企業の経費削減対策の影響を受

け、コンサルティングサービスの売上高が大幅に減少したことによるものです。また、本社の移転に伴い一時的な

移転費用を計上したこと等により、営業利益は132,633千円（前年同期比88.1％）、経常利益は133,483千円（前年

同期比87.4％）となりました。四半期純利益は66,389千円（前年同期比138.8％）となりました。 

 サービス分野別の経営成績の進捗は以下のとおりです。 

① ＡＳＰサービスについて 

 当第２四半期連結累計期間のＡＳＰサービスの売上高の合計は968,283千円（前年同期比108.5％）となりまし

た。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社が独自に開発したシステム「ＲＭ２ Navi System」を利用して、企業信用情報提供会社の有する約

190万社の企業情報の信用力を定量化し、インターネット経由で与信情報を提供するサービス 

３．与信意思決定サービス「ｅ－与信ナビ」及び関連サービスを利用できる会員向けサービス 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

サービス分野別
当第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） 

前年同期比
（％） 

ＡＳＰサービス 

与信管理サービス等

（注）２  

ライト会員向け 

サービス（注）３ 

会員数  1,450  85.7

会員別売上高

（千円）  
 140,077  112.7

レギュラー会員向け 

サービス（注）４ 

会員数    1,659  96.5

会員別売上高

（千円）  
 584,451  109.7

会員数合計  3,109  91.1

与信管理サービス等売上高合計  

（千円） 
 724,529  110.3

ビジネスポータルサ

イト（グループウェ

アサービス等） 

J-MOTTO会員向け   

サービス（注）５   

 会員数  4,321  98.3

 会員別売上高

（千円） 
 243,754  103.4

会員数合計  7,430  95.2

ＡＳＰサービス売上高合計（千円）  968,283  108.5
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４．「ｅ－与信ナビ」及び動態管理サービスである「ｅ－管理ファイル」並びに関連サービスを利用できる会員

向けサービス 

５．当社連結子会社リスモン・ビジネス・ポータル株式会社が運営する中堅・中小企業向けビジネスポータルサ

イト「J-MOTTO（ジェイモット）」を利用できる会員向けサービス 

６．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

  なお、与信管理サービス等及びビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）に重複登録している

会員が一部おります。 

 ア）与信管理サービス等   

 与信管理サービス等の売上高の合計は、724,529千円（前年同期比110.3％）となりました。その内訳とし

て、ライト会員向けサービスの売上高が140,077千円（前年同期比112.7％）、レギュラー会員向けサービスの

売上高が584,451千円（前年同期比109.7％）となりました。前連結会計年度に引き続き、景況感の悪化等が影

響し、企業における与信管理機能強化の必要性があらためて認識され、利用が促進したことによるものであり

ます。 

 イ）ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等） 

 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社の中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト「J-MOTTO（ジェイ

モット）」会員向けサービスの売上高は、243,754千円（前年同期比103.4％）と、堅調に推移しました。 

当第２四半期連結会計期間末の会員数は、7,430会員となりました。 

会員数の推移（累計）を示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

なお、与信管理サービス等及びビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）に重複登録している

会員が一部おります。 

２．第９期より、レギュラー会員のうち、サービスが浸透せず月々の利用頻度が低い一部の会員をライト会員に

組み入れ、ライト会員のうち、月々の利用頻度が低く１年以内に会員契約期間が満了となる見通しの会員を

会員数から除外し、短期契約会員として管理し、当第２四半期において契約更新、整理等対応が完了しまし

た。  

３．第８期の会員数より、１年以内に会員契約期間が満了となる短期契約会員を含めておりません。 

  短期契約会員は第８期末は448会員ありましたが、前第２四半期において契約更新、整理等対応が完了しま

した。 

４．短期契約会員の整理状況は次のとおりです。 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期  
当第２
四半期

決算年月 
平成18年
３月 

平成19年
３月 

平成20年 
３月 

平成21年 
３月 

 
 

平成21年
９月 

ＡＳＰ 

サービス 

与信管理サービス等 

（注）２、４ 

ライト会員  1,826  2,009  1,906  1,683    1,450

レギュラー会員  1,091  1,575  1,877  1,695    1,659

会員数合計   2,917  3,584  3,783  3,378    3,109

ビジネスポータルサ

イト（グループウェ

アサービス等） 

J-MOTTO会員 

（注）３、４ 
 －  －  4,196  4,371    4,321

会員数合計  2,917  3,584  7,979  7,749    7,430

   

第８期 第９期 当第２ 
四半期末 
会員数 

期中
会員数 

期末
会員数 

期中
会員数 

期末 
会員数 

与信管理サービス等  －  －  438  6  －

ビジネスポータルサイト 

（グループウェアサービス等） 
 1,053  448  113  －  －
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② コンサルティングサービスについて 

 当第２四半期連結累計期間のコンサルティングサービスの売上高の合計は138,479千円（前年同期比78.3％）

となりました。  

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．デジタルデータ化サービス等を中心としたビジネス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）サービス 

３．その他には、「金融サービス」等を含む「その他サービス」が含まれております。 

 ア）ポートフォリオサービス及びマーケティングサービス  

 ポートフォリオサービス及びマーケティングサービスの売上高は65,320千円（前年同期比86.5％）となりま

した。主に受注件数が減少したこと等によるものであります。 

 イ）ＢＰＯサービス 

 デジタルデータ化サービス等を中心としたＢＰＯサービスの売上高は45,803千円（前年同期比63.1％）とな

りました。主に新規受注案件は増加したものの大口継続案件の処理量が減少したことによるものです。 

 ウ）その他サービス   

 金融サービス等を含むその他の売上高は27,354千円（前年同期比95.0％）となりました。主に前連結会計年

度に開始した日経テレコン21の与信診断サービス「リスクモンスター企業信用格付」のロイヤリティが売上高

の増加に寄与したたものの、金融サービスが伸び悩み、またその他大口案件が減少したことによるものです。

当第２四半期連結累計期間の収益につきましては、本社の移転に伴い一時的な移転費用を計上したこと等によ

り、営業利益が132,633千円（前年同期比88.1％）、経常利益が133,483千円（前年同期比87.4％）となりました。

また、投資有価証券評価損等の特別損失が減少したため、四半期純利益は66,389千円（前年同期比138.8％）とな

りました。 

当第２四半期連結累計期間の営業収益を示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

サービス分野別
当第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） 

前年同期比
（％） 

コンサルティング

サービス 

ポートフォリオサービス及び 

マーケティングサービス（千円） 
 65,320  86.5

ＢＰＯサービス（千円）（注）２  45,803  63.1

その他（千円）（注）３  27,354  95.0

コンサルティングサービス売上高合計（千円）  138,479  78.3

  
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

  当第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) 

  
前年同期比
（％） 対売上比

(％) 
対売上比 
(％) 

売上高（千円）  1,069,516  100.0  1,106,762  100.0  103.5

営業利益（千円）  150,552  14.1  132,633  12.0  88.1

経常利益（千円）  152,678  14.3  133,483  12.1  87.4

四半期純利益（千円）  47,833  4.5  66,389  6.0  138.8
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 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、3,234,233千円となりました。 

 流動資産は、主に現金及び預金が減少したこと等により、2,059,680千円となりました。 

 固定資産につきましては、無形固定資産が減価償却により減少したものの、有形固定資産が本社移転に伴い設備

工事、内装工事及び什器購入があったこと等により、また、投資その他の資産が新本社の敷金を差し入れたこと等

により増加したため、1,174,553千円となりました。  

 流動負債につきましては、当社の課税所得の増加に伴い未払法人税等が増加したこと等により、273,983千円と

なりました。 

 四半期純利益が66,389千円であったこと等により純資産が2,960,250千円となり、自己資本比率は90.9％となり

ました。   

 当第２四半期連結累計期間につきましては、景況感の悪化によりＡＳＰサービスの与信管理サービスは利用が促

進したものの、会員企業の経費削減対策の影響を受け、コンサルティングサービスの売上高が大幅に減少したこと

や、本社の移転に伴い一時的な移転費用を計上したこと等により、業績は当初の予定を下回る結果となりました。

 通期の業績見通しといたしましては、売上高2,569百万円（前年同期比118.2％）、営業利益331百万円（前年同

期比105.8％）、経常利益333百万円（前年同期比105.8％）、当期純利益175百万円（前年同期比103.4％）を予定

しております。 

 今後の景況感、景気の動向は不透明であるため、現時点では通期の連結業績予想は変更しておりませんが、今後

の動向により修正の必要性が生じた場合は、速やかに開示いたします。  

（単位：百万円）

（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

 該当事項はありません。   

  

①  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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ため、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。 

  

① 「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）に基づき「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）が

平成21年４月１日以降開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第２四半期連

結累計期間では、新たに「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．連結財政状態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

  売上高 営業利益 経常利益 当期（四半期）純利益

 平成22年３月期予想  2,569  331  333  175

 平成21年９月第２四半期実績  1,106  132  133  66

 進捗率（％）  43.1  40.0  40.0  37.8

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（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適用

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,594,214 1,630,482

受取手形及び売掛金 304,765 294,784

有価証券 99,981 99,965

原材料及び貯蔵品 4,402 4,716

その他 61,877 50,529

貸倒引当金 △5,560 △5,679

流動資産合計 2,059,680 2,074,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 62,329 9,195

減価償却累計額 △5,747 △3,092

建物及び構築物（純額） 56,581 6,103

工具、器具及び備品 278,401 207,780

減価償却累計額 △161,901 △143,766

工具、器具及び備品（純額） 116,499 64,014

建設仮勘定 2,089 261

有形固定資産合計 175,170 70,379

無形固定資産   

のれん 44,129 51,484

ソフトウエア 482,654 504,450

その他 9,689 19,592

無形固定資産合計 536,472 575,527

投資その他の資産   

投資有価証券 245,918 222,520

その他 217,521 184,495

貸倒引当金 △530 △504

投資その他の資産合計 462,909 406,511

固定資産合計 1,174,553 1,052,418

資産合計 3,234,233 3,127,217

負債の部   

流動負債   

未払金 158,392 143,472

未払法人税等 50,561 3,516

その他 65,029 102,405

流動負債合計 273,983 249,395

負債合計 273,983 249,395
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,428 1,107,428

資本剰余金 1,308,089 1,308,089

利益剰余金 583,353 516,964

自己株式 △68,700 △68,700

株主資本合計 2,930,170 2,863,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,752 △6,574

評価・換算差額等合計 9,752 △6,574

新株予約権 1,423 494

少数株主持分 18,903 20,120

純資産合計 2,960,250 2,877,821

負債純資産合計 3,234,233 3,127,217
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,069,516 1,106,762

売上原価 420,016 440,725

売上総利益 649,499 666,037

販売費及び一般管理費 498,947 533,403

営業利益 150,552 132,633

営業外収益   

受取利息 2,024 824

受取配当金 1,260 1,260

その他 251 454

営業外収益合計 3,536 2,539

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,126 1,689

自己株式取得費用 284 －

営業外費用合計 1,410 1,689

経常利益 152,678 133,483

特別利益   

前期損益修正益 635 －

投資有価証券売却益 128 －

新株予約権戻入益 － 25

特別利益合計 763 25

特別損失   

固定資産除却損 425 1,235

投資有価証券評価損 30,017 2,179

減損損失 29,758 －

特別損失合計 60,201 3,415

税金等調整前四半期純利益 93,239 130,093

法人税、住民税及び事業税 54,603 45,613

法人税等調整額 △9,527 19,307

法人税等合計 45,075 64,921

少数株主損益調整前四半期純利益 － 65,171

少数株主利益又は少数株主損失（△） 330 △1,217

四半期純利益 47,833 66,389
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 93,239 130,093

減価償却費 124,375 125,812

減損損失 29,758 －

のれん償却額 7,354 7,354

貸倒引当金の増減額（△は減少） 208 △92

受取利息及び受取配当金 △3,284 △2,084

投資事業組合運用損益（△は益） 1,126 1,689

投資有価証券売却損益（△は益） △128 －

固定資産除却損 425 1,235

投資有価証券評価損益（△は益） 30,017 2,179

売上債権の増減額（△は増加） △36,940 △10,006

たな卸資産の増減額（△は増加） 324 313

未払金の増減額（△は減少） △26,467 3,834

その他 8,431 △50,891

小計 228,442 209,438

利息及び配当金の受取額 2,909 2,083

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,230 7,975

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,121 219,498

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 △26,369 △110,183

無形固定資産の取得による支出 △116,120 △78,848

投資有価証券の取得による支出 △30,136 －

投資有価証券の売却による収入 10,151 －

敷金の差入による支出 － △86,288

敷金の回収による収入 － 19,453

その他 △9,998 116

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,472 △255,750

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △55,571 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,571 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,923 △36,252

現金及び現金同等物の期首残高 1,598,856 1,730,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,582,933 1,694,195
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

当社グループはインターネットを活用した与信管理ＡＳＰサービス及びコンサルティングサービスを提供す

ることを主要事業としており、情報サービス事業単一セグメントのため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

海外売上高がないため、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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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