
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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 ％ 

22年12月期第２四半期  10,938  △15.8  1,080  △34.2  1,147  △32.8  529  △44.3

21年12月期第２四半期  12,984  －  1,640  －  1,707  －  950  －

  
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12月期第２四半期  1,158  73  －      

21年12月期第２四半期  2,172  34  －      

  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12月期第２四半期  12,889  9,638  74.3  20,982  90

21年12月期  12,557  9,841  77.9  21,422  20

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 9,581百万円 21年12月期 9,782百万円

  
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 

21年12月期  －       0 00 －     1,600 00  1,600  00

22年12月期  －       0 00

22年12月期（予想） －     1,200 00  1,200  00

  （％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  24,000  1.4  3,000  14.6  3,040  12.4  1,550  28.7  3,394  42



４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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 

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。 

  

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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、四半期財務諸表に対する四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記記載の業績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、不確定な要素を含んでおりま

す。なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、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」をご参照ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 476,640株 21年12月期 476,640株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 20,008株 21年12月期 20,008株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 456,632株 21年12月期２Ｑ 437,524株



  

  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料は、開催後速やかに

当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年８月３日（火）・・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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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わが国経済は、企業業績の回復等により景況感が改善し、景気は自立的な回

復への期待が高まる一方で、欧州の財政問題による信用不安等が新たな懸念要因となって円高や株安が進行する

等、依然として不透明な状況であります。 

このような状況の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比15.8％

減）、営業利益は 百万円（同34.2％減）、経常利益は 百万円（同32.8％減）、四半期純利益は 百万

円（同44.3％減）となりました。 

以上のように前年同期比では売上高、利益とも減少しておりますが、これは大口顧客の投資計画が下半期に増加

することとなっている等の理由によるものであり、業績予想と比較すると、売上高は2.8％減、営業利益は0.5％

増、経常利益は4.8％増、四半期純利益は11.8％減と、概ね会社計画どおりの業績を達成しております。なお、上

記の理由により、下半期には売上高、利益とも増加すると見込んでおります。 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高

又は振替高を調整前の金額で記載しております。  

ＩＴコンサルティング事業は、新規顧客の獲得に成功する等、受注が回復基調ではあるものの、当初より企業の

ＩＴ投資の本格的な回復は第３四半期以降になると見込んでおり、第２四半期累積の売上高は 百万円（前年

同期比18.9％減）となりました。他方、売上総利益率は同期間で43.7％を確保し、営業利益は 百万円（同

28.6％減）となりました。  

パッケージ＆サービス事業は、中堅中小企業の投資意欲は厳しい状況が続いており、株式会社アセンディアの受

託開発ビジネスが比較的堅調に推移したものの、売上高は 百万円（前年同期比19.8％減）となりました。利

益面では、第２四半期に各社とも業績が回復してきておりますが、第１四半期の落ち込みを補うには至らず、営業

損失は 百万円（前年同期は97百万円の利益）となりました。 

企業活性化・新事業開拓事業は、大部分を占める食品スーパー（株式会社魚栄商店）において、昨年閉鎖した不

採算店舗を除く既存店舗では前年同期を上回ったものの、閉鎖店舗の売上分が減少したことにより、当該事業全体

の売上高はわずかに前年同期を下回る 百万円（前年同期比0.8％減）となりました。他方、ＩＴ導入による販

売戦略の合理化等により、利益率は着実に改善しており、営業損失は 百万円（前年同期は36百万円の損失）とな

りました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ332百万円増加いたしま

した。その主な要因は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比＋172百万円）、受取手形及び売掛金の増加

（前連結会計年度末比＋434百万円）等によるものであります。  

また、負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ535百万円増加いたしました。その主な要因は、短期

借入金の増加（前連結会計年度末比＋500百万円）、未払法人税等の増加（前連結会計年度末比＋92百万円）等に

よるものであります。 

なお、純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ203百万円減少いたしました。その主な要因は、利

益剰余金の減少（前連結会計年度末比△201百万円）等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加△430百万円や法人税等の支払△331百万円がありました

が、税金等調整前四半期純利益を996百万円計上したこと等により、 百万円の収入（前年同期比41.5％減）とな

りました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入200百万円や敷金及び保証金の回収による収

入191百万円等により、 百万円の収入（前年同期比872.0％増）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額500百万円がありましたが、配当金の支払△727百

万円等により、 百万円の支出（前年同期比44.0％減）となりました。 

これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、

百万円となりました。  

  

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 

経済環境は回復の見通しも出てきておりますが、特にＩＴ投資に関しては、先行きの不透明感はぬぐえない状況

が続いております。こうした中で、当社グループにおいては、第２四半期は前年同期比で売上高、利益とも減少す

る結果となりましたが、これは、ほぼ当初の見込みどおりの推移であります。下半期においては、大口顧客の需要

増大やＩＴコンサルティング事業において獲得した新規顧客向けプロジェクトも本格的に立ち上がってくることか

ら、平成22年12月期の通期業績予想については、前回発表（平成22年４月27日付）の業績予想からの変更はありま

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 

１．簡便な会計処理  

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ので、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。 

２．特有の会計処理 

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 

（工事契約に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しておりま

す。 

なお、これによる当第２四半期連結会計期間への影響はありません。  

   

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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,958,194 3,785,549

受取手形及び売掛金 2,735,717 2,301,382

商品及び製品 124,570 133,162

仕掛品 32,671 38,529

未収入金 1,358,203 1,374,764

その他 737,577 516,505

貸倒引当金 △31,408 △9,302

流動資産合計 8,915,527 8,140,590

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,762,638 2,779,272

減価償却累計額 △2,345,203 △2,339,229

建物及び構築物（純額） 417,434 440,043

土地 172,662 172,662

その他 1,451,630 1,446,479

減価償却累計額 △1,197,169 △1,174,914

その他（純額） 254,460 271,565

有形固定資産合計 844,557 884,271

無形固定資産   

ソフトウエア 409,436 439,805

その他 43,155 94,016

無形固定資産合計 452,591 533,821

投資その他の資産   

投資有価証券 1,815,359 1,883,250

その他 906,166 1,214,122

貸倒引当金 △44,457 △98,813

投資その他の資産合計 2,677,067 2,998,559

固定資産合計 3,974,217 4,416,652

資産合計 12,889,744 12,557,243
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 518,120 591,498

短期借入金 530,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000

未払法人税等 457,543 365,079

賞与引当金 42,268 61,182

品質保証引当金 94,513 74,301

プロジェクト損失引当金 12,000 －

その他 1,258,138 1,295,848

流動負債合計 2,944,583 2,449,910

固定負債   

長期借入金 32,000 48,000

退職給付引当金 119,605 102,027

負ののれん 77,946 102,228

その他 77,003 13,378

固定負債合計 306,555 265,634

負債合計 3,251,138 2,715,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,495,772 2,495,772

利益剰余金 6,773,850 6,975,347

自己株式 △1,171,668 △1,171,668

株主資本合計 9,519,769 9,721,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,443 62,355

為替換算調整勘定 △1,751 △1,558

評価・換算差額等合計 61,692 60,797

少数株主持分 57,143 59,634

純資産合計 9,638,606 9,841,698

負債純資産合計 12,889,744 12,557,243
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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１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 12,984,554 10,938,362

売上原価 8,421,430 6,687,519

売上総利益 4,563,123 4,250,842

販売費及び一般管理費   

役員報酬 190,524 153,217

給料及び賞与 1,375,978 1,672,304

研修費 127,480 94,867

研究開発費 22,350 39,791

減価償却費 98,308 56,333

採用費 27,853 31,423

のれん償却額 71,289 4,026

その他 1,008,898 1,118,672

販売費及び一般管理費合計 2,922,682 3,170,636

営業利益 1,640,440 1,080,206

営業外収益   

受取利息 4,025 1,360

受取配当金 6,680 16,405

負ののれん償却額 28,444 28,308

持分法による投資利益 8,177 878

その他 33,529 25,403

営業外収益合計 80,857 72,357

営業外費用   

支払利息 6,265 2,529

その他 7,118 2,984

営業外費用合計 13,384 5,513

経常利益 1,707,914 1,147,050
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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１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 58,232 1,127

固定資産売却益 － 1,299

特別利益合計 58,232 2,426

特別損失   

前期損益修正損 － 72,401

固定資産売却損 5,649 －

固定資産除却損 523 4,378

投資有価証券評価損 19,220 46,104

減損損失 31,927 －

訴訟関連費用 － 30,000

特別損失合計 57,321 152,884

税金等調整前四半期純利益 1,708,825 996,593

法人税等 755,772 469,969

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,603 △2,490

四半期純利益 950,450 529,114
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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１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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 1,708,825 996,593

減価償却費 271,213 125,091

減損損失 31,927 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,924 △1,368

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,156 △18,914

品質保証引当金の増減額（△は減少） △39,781 20,212

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） － 12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,750 17,578

受取利息及び受取配当金 △10,706 △17,766

支払利息 6,265 2,529

持分法による投資損益（△は益） △8,177 △878

固定資産売却損益（△は益） 5,649 △1,299

固定資産除却損 523 4,378

投資有価証券売却損益（△は益） △58,232 △1,127

投資有価証券評価損益（△は益） 19,220 46,104

訴訟関連費用 － 30,000

前期損益修正損益（△は益） － 72,401

売上債権の増減額（△は増加） 198,772 △430,885

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,288 14,449

仕入債務の増減額（△は減少） △311,759 △73,378

その他 △255,279 △110,701

小計 1,589,229 685,017

利息及び配当金の受取額 10,699 18,154

利息の支払額 △7,493 △2,060

法人税等の支払額 △1,012,421 △331,675

訴訟関連費用の支払額 － △30,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 580,014 339,436
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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１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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 △65,323 △30,000

定期預金の払戻による収入 107,812 200,000

有形固定資産の取得による支出 △50,511 △113,691

有形固定資産の売却による収入 2,952 1,299

無形固定資産の取得による支出 △97,419 △4,458

投資有価証券の売却による収入 71,714 6,327

子会社株式の取得による支出 △5,600 －

関係会社株式の取得による支出 － △5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,755 △555

敷金及び保証金の回収による収入 64,478 191,582

貸付金の回収による収入 210 －

その他 － 2,910

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,557 248,413

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） 398,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △43,466 △16,000

自己株式の取得による支出 △90,845 －

配当金の支払額 △696,704 △727,023

少数株主への配当金の支払額 △1,252 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △434,268 △243,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,807 △2,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,111 342,645

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,962 3,585,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,795,073 3,928,194
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

    

当第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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆

サービス事業 
（千円） 

企業活性化・

新事業開拓事業 
（千円） 

計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高       

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 8,469,500  2,228,193  2,286,860  12,984,554  －  12,984,554

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,200  134,629  31,634  167,464  △167,464  －

計  8,470,700  2,362,822  2,318,494  13,152,018  △167,464  12,984,554

営業費用  6,868,350  2,265,277  2,355,204  11,488,833  △144,719  11,344,113

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,602,350  97,545  △36,710  1,663,185  △22,744  1,640,440

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
      

資産  8,429,298  2,077,931  1,049,686  11,556,916  1,893,161  13,450,077

減価償却費  194,064  49,923  26,111  270,099  1,114  271,213

減損損失  －  －  31,927  31,927  －  31,927

資本的支出  124,157  19,083  4,689  147,930  －  147,930

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆

サービス事業 
（千円） 

企業活性化・

新事業開拓事業 
（千円） 

計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高       

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 6,855,237  1,802,646  2,280,257  10,938,141  220  10,938,362

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 10,450  92,240  18,942  121,633  △121,633  －

計  6,865,687  1,894,887  2,299,200  11,059,774  △121,412  10,938,362

営業費用  5,722,085  1,959,903  2,309,361  9,991,350  △133,194  9,858,155

営業利益又は営業損失

(△) 
 1,143,601  △65,015  △10,161  1,068,424  11,782  1,080,206

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
      

資産  7,924,517  1,702,853  712,601  10,339,973  2,549,771  12,889,744

減価償却費  79,480  24,580  19,916  123,977  1,114  125,091

資本的支出  68,550  13,156  36,443  118,150  －  118,150
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（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前第２四半期連結累計期間は 千円、

当第２四半期連結累計期間は 千円であり、その主なものは、余資運用資金（現金及び有価証券）及

び管理部門に係る資産等であります。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。 

  

当第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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

当第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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

事業区分 事業内容 

ＩＴコンサルティング事業 顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを

本質から理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使し

た情報システムを構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス事業 販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソ

フトを販売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受

託開発を行うことにより、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業開拓事業 対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革に

より企業の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築す

る事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や

出資等を通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術

力を活用・融合することで対象企業の価値を最大化し、あるいはその成

長を加速することで当該業界の発展に寄与していく事業 

3,660,125

3,362,471

（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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（１）受注の状況 

（単位：千円）

  

  

４．補足情報

区分 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
  至 平成21年６月30日） 

当第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） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＩＴコンサルティング事業  7,382,309  4,181,471  8,192,957  4,468,767

パッケージ＆サービス事業  2,012,410  888,205  2,033,473  829,389

企業活性化・新事業開拓事業  10,180  1,517  31,737  10,150

合計  9,404,900  5,071,194  10,258,168  5,308,307
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