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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 1,347 △8.1 △156 ― △149 ― △225 ―
22年3月期第2四半期 1,465 △32.9 △135 ― △126 ― △139 ―

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 △2,489.21 ―
22年3月期第2四半期 △1,541.65 ―

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 1,596 552 32.0 5,647.61
22年3月期 1,885 781 39.1 8,145.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  510百万円 22年3月期  736百万円

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  
 

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 3,300 6.7 50 ― 50 ― △70 ― △774.11



(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 
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ございます。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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。）

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 96,070株 22年3月期  96,070株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,644株 22年3月期  5,644株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 90,426株 22年3月期2Q 90,426株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出が堅調に推移したことや政府の経

済対策効果を受け、幅広い業種で景気回復の動きが見られました。一方で足下では、急激な円高の進行や

海外経済の減速のあおりを受け、輸出と企業の生産活動に弱含みの動きが見られており、加えて、株安

や、雇用環境及び個人消費等の低迷の継続とともに、デフレ、経済対策の終了等景気の先行きに対する懸

念事項も多く、予断を許さない厳しい経済環境が続いております。 

また、当社グループの属する情報サービス産業におきましても、顧客企業の情報化投資の削減及び外部

委託の抑制等は依然として継続しており、また運用業務の内製化と相まって非常に厳しい局面が継続して

おります。 

このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新規顧客の開拓

に努め、また、自治体向けの地方税等滞納整理・収納支援システム及びケーブルテレビ局向け施設設計支

援システムを中心に、当社グループ保有のソリューション製品群の拡販ならびに機能強化を積極的に図っ

てまいりました。さらに、諸経費の削減も徹底して推進してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,347百万円（前年同四半期比8.1%減）、

営業損失156百万円（前年同四半期は135百万円の損失）、経常損失149百万円（前年同四半期は126百万円

の損失）、四半期純損失225百万円（前年同四半期は139百万円の損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,596百万円となり、前連結会計年度末に比べて289百万円減少

しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が213百万円減少したことが主な要因であります。 

負債合計は1,044百万円となり、前連結会計年度末に比べて59百万円減少しました。これは、支払手形

及び買掛金が46百万円、短期借入金等の有利子負債が106百万円それぞれ減少し、流動負債その他が80百

万円増加したことが主な要因であります。 

純資産合計は552百万円となり、前連結会計年度末に比べて229百万円減少しました。これは、当第２四

半期連結累計期間に225百万円の四半期純損失を計上したことが主な要因であります。 

  

平成22年10月22日に公表した連結業績予想から変更しておりません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

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。

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価

額を処分見込額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認め

られる限り、前連結会計年度末における貸借対照表額で計上しております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、経営環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一

時差異等の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるので、前連結会計

年度末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。 

  

当第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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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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 267,462 344,140

受取手形及び売掛金（純額） 432,619 646,352

商品及び製品 25,152 23,400

仕掛品 18,504 10,129

原材料及び貯蔵品 4,099 5,328

その他 154,493 116,552

流動資産合計 902,332 1,145,904

固定資産

有形固定資産 24,828 28,095

無形固定資産

のれん 32,778 35,758

その他 174,576 154,913

無形固定資産合計 207,354 190,672

投資その他の資産 458,946 517,228

固定資産合計 691,129 735,995

繰延資産 2,822 3,673

資産合計 1,596,284 1,885,573

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 156,684 203,306

短期借入金 333,611 389,400

1年内返済予定の長期借入金 15,000 41,640

未払法人税等 7,974 18,707

賞与引当金 8,540 －

その他の引当金 2,090 －

その他 259,399 178,781

流動負債合計 783,301 831,835

固定負債

社債 120,000 144,000

引当金 14,420 13,095

その他 126,491 114,809

固定負債合計 260,911 271,904

負債合計 1,044,213 1,103,740
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 958,039 958,039

利益剰余金 △251,728 △26,639

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 515,035 740,124

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,344 △3,571

評価・換算差額等合計 △4,344 △3,571

少数株主持分 41,379 45,280

純資産合計 552,070 781,833

負債純資産合計 1,596,284 1,885,573
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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 1,465,469 1,347,505

売上原価 1,173,143 1,102,724

売上総利益 292,326 244,780

販売費及び一般管理費 427,378 401,741

営業損失（△） △135,052 △156,961

営業外収益

受取利息 530 54

受取配当金 332 332

助成金収入 16,801 13,369

その他 1,046 809

営業外収益合計 18,710 14,566

営業外費用

支払利息 4,794 4,292

支払手数料 3,750 －

その他 1,785 2,787

営業外費用合計 10,329 7,080

経常損失（△） △126,670 △149,474

特別利益

貸倒引当金戻入額 730 1,038

特別利益合計 730 1,038

特別損失

投資有価証券評価損 13,028 10,562

保険解約損 6,415 －

出資金評価損 1,542 －

固定資産除却損 44 －

訴訟和解金等 － 75,000

特別損失合計 21,029 85,562

税金等調整前四半期純損失（△） △146,970 △233,997

法人税、住民税及び事業税 4,445 4,340

法人税等還付税額 △299 －

法人税等調整額 △11,100 △9,347

法人税等合計 △6,953 △5,007

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △228,990

少数株主損失（△） △611 △3,900

四半期純損失（△） △139,405 △225,089
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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