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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） 

 

(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 828 ― 28 ― 33 ― 12 ―

22年3月期第2四半期 674 ― 43 ― 46 ― 27 ―

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 214.17 210.37
22年3月期第2四半期 477.42 475.14

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 2,453 2,255 91.5 39,210.36
22年3月期 2,407 2,238 92.6 38,943.62

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,245百万円 22年3月期  2,230百万円

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  

※22年3月期の期末配当金の内訳（普通配当金260円、設立10周年記念配当金100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3月期 ― 0.00 ― 360.00 360.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 330.00 330.00

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 1,770 10.5 170 30.7 170 24.0 94 28.0 1,641.26



(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報告書の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、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
なお、上記予想に関する事項は、[添付資料]P２「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」をご覧下さい。 
２．上記１．平成23年3月第2四半期の連結業績（累計）の各数値のうち、前四半期については連結財務諸表を作成していないため、前四半期の各数値は
提出会社の数値を記載しており、また前々四半期については連結財務諸表を作成しているため、前四半期および当四半期の対前年同四半期増減率は記
載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」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 59,552株 22年3月期  59,552株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,279株 22年3月期  2,279株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 57,273株 22年3月期2Q 57,153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の経済は、9月発表の日銀短観で大企業製造業DIが改善するなど足元は一

連の財政出動により輸出企業を中心とする企業部門の収益の改善が進んでいるものの、最近の急激な円高傾向や財政

出動の打ち止めにより景気の下振れリスクが台頭してきており、依然として、自律性が弱い厳しい経営環境が継続し

ております。当社の属する情報サービス業界でも、一部に積極的な動きはみられるものの全体的には顧客企業のIT投

資の低迷は続いております。 

このような経営環境の下で、当第2四半期連結累計期間の当社の経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項をセグメントごとに記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、当第2四半期連結累計期間での受注高は1,114,547千円（受注残高471,714

千円）と過去最高水準になるとともに、公共系等を中心とする大型案件が順調に進捗したことから、当該事業の

当第2四半期連結累計期間の売上高は697,272千円となりました。 

  

②ソフトウェア事業については、主力製品である流通BMS（ビジネスメッセージ標準）市場向けのUMLaut/J-XML

（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）関連事業が、ライセンス保守収益の順調な積み上げに加え、受託開発

案件の進捗が想定どおりだったため、当該事業の当第2四半期連結累計期間の売上高は131,309千円となりまし

た。  

  

③損益面については、コンサルティング事業及びソフトウェア事業とも堅調に売上計上でき、また経費削減努力

を継続したことから、営業利益は28,949千円、経常利益は33,024千円及び四半期純利益は12,265千円という結果

となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、主に受注高拡大に伴う仕掛品の増加により前連結会計年度末比45,572千円増加の2,453,377千円となりま

した。また、負債（流動負債）についても、主に第2四半期連結累計期間の業績拡大に伴う賞与引当金の増加によ

り、前連結会計年度末比28,250千円増加の197,718千円となりました。純資産は、主に保有投資有価証券の評価額増

加による評価換算差額（借方）の減少により前連結会計年度末比17,322千円増加の2,255,658千円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比118,877千円増加の1,185,617千円

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益の計上（28,142千円）に加え、賞与引当

金の増加等により51,687千円の純収入となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に資金運用目的で保有していた有価証券の一部償還により86,972

千円の純収入となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払いにより19,782千円の純支出となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の業績は当初見通しを上回って推移しておりますが、顧客企業のＩＴ投資に対する慎重な姿勢

が継続していることから、現時点では平成22年5月14日に公表しました通期業績予想に変更はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

売上高 千円 828,581

営業利益 千円 28,949

経常利益 千円 33,024

四半期純利益 千円 12,265
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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 

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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

（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） 

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ271千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は5,152千円

減少しております。 

   

（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 1,185,617 1,066,740

売掛金 365,433 393,753

有価証券 297,821 498,763

仕掛品 54,063 16,688

その他 85,238 95,474

流動資産合計 1,988,174 2,071,420

固定資産   

有形固定資産 18,647 17,458

無形固定資産 3,782 4,606

投資その他の資産   

投資有価証券 321,271 171,455

その他 121,500 142,863

投資その他の資産合計 442,772 314,319

固定資産合計 465,202 336,383

資産合計 2,453,377 2,407,804

負債の部   

流動負債   

未払金 29,716 16,271

未払費用 33,297 47,233

賞与引当金 90,206 60,648

品質保証引当金 － 566

受注損失引当金 － 5,406

未払法人税等 18,132 9,710

その他 26,366 29,630

流動負債合計 197,718 169,467

負債合計 197,718 169,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,285 814,285

資本剰余金 1,154,664 1,154,664

利益剰余金 366,096 374,448

自己株式 △59,965 △59,965

株主資本合計 2,275,080 2,283,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,385 △53,014

評価・換算差額等合計 △29,385 △53,014

新株予約権 50 50

少数株主持分 9,913 7,868

純資産合計 2,255,658 2,238,336

負債純資産合計 2,453,377 2,407,804
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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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 828,581

売上原価 582,705

売上総利益 245,875

販売費及び一般管理費 216,926

営業利益 28,949

営業外収益  

受取利息 215

有価証券利息 2,500

受取配当金 428

雑収入 1,202

営業外収益合計 4,346

営業外費用  

雑損失 271

営業外費用合計 271

経常利益 33,024

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

特別損失合計 4,881

税金等調整前四半期純利益 28,142

法人税等 13,831

少数株主損益調整前四半期純利益 14,311

少数株主利益 2,045

四半期純利益 12,265
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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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 554,329

売上原価 366,740

売上総利益 187,588

販売費及び一般管理費 109,487

営業利益 78,101

営業外収益  

受取利息 215

有価証券利息 1,148

雑収入 1,198

営業外収益合計 2,561

営業外費用  

雑損失 87

営業外費用合計 87

経常利益 80,574

税金等調整前四半期純利益 80,574

法人税等 37,287

少数株主損益調整前四半期純利益 43,287

少数株主利益 3,615

四半期純利益 39,671
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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 28,142

減価償却費 4,893

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

受取利息及び受取配当金 △3,143

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,558

品質保証引当金の増減額（△は減少） △566

受注損失引当金の増減額（△は減少） △5,406

売上債権の増減額（△は増加） 28,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,374

その他の資産の増減額（△は増加） 10,942

未払金の増減額（△は減少） 14,242

未払費用の増減額（△は減少） △13,936

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,186

その他の負債の増減額（△は減少） △4,099

小計 54,267

利息及び配当金の受取額 643

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,687

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 500,000

有価証券の取得による支出 △296,583

有形固定資産の取得による支出 △6,057

投資有価証券の取得による支出 △110,386

投資活動によるキャッシュ・フロー 86,972

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △19,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,877

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,740

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,185,617
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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）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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（参考）四半期財務諸表 
（１）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 674,166

売上原価 417,126

売上総利益 257,040

販売費及び一般管理費 213,618

営業利益 43,421

営業外収益  

受取利息 174

有価証券利息 2,981

受取配当金 428

その他 145

営業外収益合計 3,729

営業外費用  

株式交付費 24

自己株式取得費用 611

営業外費用合計 635

経常利益 46,515

特別利益  

新株予約権戻入益 7,647

特別利益合計 7,647

税引前四半期純利益 54,163

法人税等 26,877

四半期純利益 27,285
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 380,421

売上原価 215,555

売上総利益 164,866

販売費及び一般管理費 94,993

営業利益 69,873

営業外収益  

受取利息 173

有価証券利息 1,817

その他 145

営業外収益合計 2,135

経常利益 72,008

税引前四半期純利益 72,008

法人税等 34,732

四半期純利益 37,276
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 54,163

減価償却費 5,525

新株予約権戻入益 △7,647

受取利息及び受取配当金 △602

有価証券利息 △2,981

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,793

品質保証引当金の増減額（△は減少） △2,038

受注損失引当金の増減額（△は減少） △2,582

売上債権の増減額（△は増加） 349,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,410

その他の資産の増減額（△は増加） 1,132

未払金の増減額（△は減少） △7,296

未払費用の増減額（△は減少） 7,993

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

752

その他の負債の増減額（△は減少） △2,378

小計 312,281

利息及び配当金の受取額 2,178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,681

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △497,705

有形固定資産の取得による支出 △1,189

無形固定資産の取得による支出 △1,408

投資有価証券の取得による支出 △1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,187

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 8,000

自己株式の取得による支出 △8,946

配当金の支払額 △5,507

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,960

現金及び現金同等物の期首残高 1,214,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,025,641
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