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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 6,155 115.4 75 △34.1 146 25.2 682 929.8
22年3月期第2四半期 2,857 △13.4 114 △32.9 117 △32.6 66 △28.0

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 155.26 ―
22年3月期第2四半期 32.48 ―

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

23年3月期第2四半期 6,307 3,737 59.3 850.49
22年3月期 2,675 1,865 69.7 914.58

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,737百万円 22年3月期  1,865百万円

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  
   平成23年３月期第２四半期配当金の内訳 普通配当 10円00銭  合併記念配当 5円00銭 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 25.00

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 14,200 ― 550 ― 540 ― 800 ― 182.03



(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  無  
（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き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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素等の要因により、実際
の業績は記載見通しとは異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 4,395,000株 22年3月期  2,040,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  220株 22年3月期  62株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,394,846株 22年3月期2Q 2,039,938株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間における我が国の経済は、新興国での需要を背景とした景気回復傾向が継続する一方

で、消費者物価の下落、急速な円高の進行による国内輸出産業への悪影響などにより、先行きの不透明感が増して

きております。 

 情報サービス産業におきましても、企業の設備投資が依然として本格化しない環境の下で、IT化投資需要も抑制

傾向が続いたため、事業環境は厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループは平成22年４月１日付で株式会社イーウェーヴと合併し、商号も株式会社

Minoriソリューションズと改め、新たな体制の下で従来からの金融系をはじめとする専門性の高い安定した顧客サ

ービス分野に、より広い業種・業界を対象とした受託開発ビジネスを加え、事業収益の安定性と成長性が調和した

事業ポートフォリオの構築を進め、さらなる事業力の強化を進めております。また、より特徴ある高付加価値な開

発集団を目指した従業員教育の実施を拡大し、強力な事業体制構築に向けた取り組みを進めました。 

  一方で、経営効率の改善を進め、各種費用の削減も強力に推進いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は6,155,117千円、営業利益が75,622千円、

経常利益が146,827千円、四半期純利益682,340千円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は6,307,266千円となり、前連結会計年度末に比べ3,631,869千円の増加と

なりました。 

 流動資産は4,388,012千円となり、2,331,501千円の増加となりました。その主な要因は、合併等に伴う現金及び

預金1,072,742千円の増加並びに受取手形及び売掛金898,323千円の増加等によるものであります。 

 固定資産は1,919,254千円となり、1,300,368千円の増加となりました。その主な要因は、合併等に伴う無形固定

資産865,528千円の増加及び有形固定資産127,723千円の増加等によるものであります。  

 負債につきましては、2,569,565千円となり、前連結会計年度末に比べ1,759,863千円の増加となりました。 

 流動負債は2,081,519千円となり、1,476,872千円の増加となりました。その主な要因は、合併等に伴う短期借入

金850,000千円の増加等によるものであります。 

 固定負債は488,045千円となり、282,991千円の増加となりました。その主な要因は、合併等に伴う退職給付引当

金の増加249,733千円等によるものであります。 

 純資産につきましては、3,737,701千円となり、前連結会計年度末に比べ1,872,005千円の増加となりました。そ

の主な要因は、合併等に伴う資本剰余金の増加986,850千円の増加及び利益剰余金661,940千円の増加等によるもの

であります。 

  

連結キャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結会計期間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

1,034,296千円の増加となり、2,063,598千円となりました。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） 

 負ののれん発生益が724,781千円、棚卸資産の増加105,630千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益が

674,559千円、売上債権の減少が539,869千円あったこと等により、営業活動の結果獲得した資金は、509,538千円

（前年同四半期は29,296千円の獲得）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 保険積立金の解約による収入25,790千円、差入保証金の回収による収入26,613千円等があったものの、無形固定

資産の取得による支出77,496千円があったこと等により、投資活動の結果使用した資金は、29,196千円（前年同四

半期は14,390千円の獲得）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払44,141千円、短期借入金の純減少額50,000千円等により、財務活動の結果使用した資金は、96,302

千円（前年同四半期は20,330千円の使用）となりました。 

  

 なお、当第２四半期連結会計期間末残高には、株式会社イーウェーヴとの合併に伴う現金及び現金同等物の増加

650,256千円を含んでおります。第１四半期連結会計期間において、当該合併に伴い同社から引き継いだ資産及び

負債については、非資金取引として四半期連結キャッシュ・フロー計算書の増減要因から除外しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱Minoriソリューションズ（3822）平成23年３月期　第２四半期決算短信

2



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年６月18日に公表いたしました連結業績予想の修正以降、通期業績の修正は行っておりません。 

  

  

（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 

 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の適用 

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は2,334千円減少しており、税金等調整前四

半期純利益は26,131千円減少しております。  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20

年12月26日）を適用しております。 

  

   

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 2,312,544 1,239,801

受取手形及び売掛金 1,585,496 687,173

商品 7,611 21,355

仕掛品 207,623 8,105

その他 277,225 101,525

貸倒引当金 △2,489 △1,450

流動資産合計 4,388,012 2,056,511

固定資産   

有形固定資産 140,395 12,672

無形固定資産   

のれん 27,321 34,151

ソフトウエア 837,454 940

その他 37,341 1,495

無形固定資産合計 902,117 36,588

投資その他の資産   

投資有価証券 372,196 309,737

その他 512,975 264,619

貸倒引当金 △8,430 △4,731

投資その他の資産合計 876,741 569,625

固定資産合計 1,919,254 618,886

資産合計 6,307,266 2,675,397

負債の部   

流動負債   

買掛金 368,496 243,113

短期借入金 900,000 50,000

未払法人税等 21,527 17,292

賞与引当金 207,138 117,971

その他 584,357 176,270

流動負債合計 2,081,519 604,647

固定負債   

退職給付引当金 442,228 192,494

その他 45,817 12,560

固定負債合計 488,045 205,054

負債合計 2,569,565 809,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 512,250

資本剰余金 1,196,550 209,700

利益剰余金 1,837,639 1,175,698

自己株式 △122 △40

株主資本合計 3,784,066 1,897,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,365 △31,912

評価・換算差額等合計 △46,365 △31,912

純資産合計 3,737,701 1,865,695

負債純資産合計 6,307,266 2,675,397
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 2,857,972 6,155,117

売上原価 2,466,216 5,446,719

売上総利益 391,755 708,398

販売費及び一般管理費 277,017 632,775

営業利益 114,738 75,622

営業外収益   

受取利息 757 1,267

有価証券利息 10 －

受取配当金 1,970 2,833

助成金収入 － 63,814

その他 574 8,561

営業外収益合計 3,312 76,476

営業外費用   

支払利息 652 3,934

保険解約損 － 926

雑損失 122 410

営業外費用合計 774 5,271

経常利益 117,275 146,827

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,830

保険解約返戻金 8,274 －

貸倒引当金戻入額 368 2,634

負ののれん発生益 － 724,781

償却債権取立益 － 3,234

特別利益合計 8,642 732,480

特別損失   

合併関連費用 － 179,821

投資有価証券評価損 4,165 536

会員権評価損 － 592

会員権売却損 900 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,797

特別損失合計 5,065 204,748

税金等調整前四半期純利益 120,852 674,559

法人税、住民税及び事業税 49,793 5,456

法人税等調整額 4,796 △13,236

法人税等合計 54,589 △7,780

少数株主損益調整前四半期純利益 － 682,340

四半期純利益 66,262 682,340
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 120,852 674,559

減価償却費 8,505 197,604

のれん償却額 6,830 6,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） △368 △2,669

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,302 39,167

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,792 19,169

受取利息及び受取配当金 △2,727 △4,101

有価証券利息 △10 －

支払利息 652 3,934

負ののれん発生益 － △724,781

投資有価証券評価損益（△は益） 4,165 536

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,830

会員権売却損益（△は益） 900 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,797

保険返戻金 △8,274 －

売上債権の増減額（△は増加） 93,118 539,869

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,862 △105,630

未収入金の増減額（△は増加） 1,958 －

仕入債務の増減額（△は減少） △67,874 △191,223

未払金の増減額（△は減少） △2,981 －

未払費用の増減額（△は減少） △9,110 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,786 －

その他 △10,057 47,303

小計 109,418 522,536

利息及び配当金の受取額 2,727 3,728

利息の支払額 △643 △3,883

法人税等の支払額 △82,205 △12,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,296 509,538

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 △160,080 △1,800

定期預金の払戻による収入 180,080 －

有形固定資産の取得による支出 △898 △3,468

無形固定資産の取得による支出 △500 △77,496

投資有価証券の売却による収入 － 8,229

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 633 －

保険積立金の積立による支出 △23,884 －

保険積立金の解約による収入 19,340 25,790

差入保証金の回収による収入 － 26,613

その他 700 △7,065

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,390 △29,196
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（単位：千円）

前第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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △50,000

配当金の支払額 △20,330 △44,141

その他 － △2,161

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,330 △96,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,356 384,039

現金及び現金同等物の期首残高 976,534 1,029,301

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 650,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 999,890 2,063,598
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該当事項はありません。  

  

  

 当社は平成22年４月１日付で、株式会社イーウェーヴと合併し、株式会社イーウェーヴの普通株式１株に対し

て当社普通株式100株を割当交付いたしました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が237,750千

円、資本剰余金が986,850千円それぞれ増加いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末においては資本金が750,000千円、資本剰余金が1,196,550千円となっ

ております。  

  

  

  

（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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