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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 15,867 8.2 334 ― 232 ― 140 ―

22年3月期第2四半期 14,665 32.9 △94 ― △249 ― △458 ―

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 1.68 ―

22年3月期第2四半期 △17.69 ―

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 21,164 6,823 32.2 184.37
22年3月期 22,049 6,749 30.6 182.71

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,815百万円 22年3月期  6,740百万円

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  

上記「配当の状況」は、普通株式に係わる配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、
（参考）「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 10.00

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  
（参考）連結ＥＢＩＴＤＡ予想 通期 2,240百万円 

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 33,000 2.4 1,120 66.0 900 120.9 450 ― 9.93



(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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、［添付資料］６ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．連結業績及び連結業績予想における１株当たり情報は普通株式に係る数値です。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.７「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  26,683,120株 22年3月期  26,683,120株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,097,090株 22年3月期  1,096,600株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  25,586,168株 22年3月期2Q  25,953,221株



１．種類株式の配当の状況  

 当社は、平成21年11月30日付でＡ種優先株式10株を１株当たり200百万円の発行価額にて発行しております。当優先

株式は非上場であり、年9.80％の配当率にて配当が付されております。 

 なお、普通株式と権利関係の異なる種類株式に係わる１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。  

 以上のとおり、１株当たり19,600,000円00銭の配当により、平成23年３月期通期の当優先株式の配当金総額は、196

百万円を予定しております。   

（参考）

  
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 

Ａ種優先株式     

22年３月期 －        －      －      6,551,232 00  6,551,232 00 

23年３月期 －        9,800,000 00

23年３月期（予想） －      9,800,000 00 19,600,000 00 
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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経済は、自律回復に向けた動きが見られたものの、急激に進んだ円高・

株安や世界経済の減速による景気先行き懸念から厳しさが増しつつあります。 

 当社グループの属する情報サービス業界は、景気の先行き不透明感が増すなか、企業のIT投資への慎重姿勢が継続

され依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは、本年５月のオフィス統合を契機にグループ全体のコスト低減の徹底

や組織のスリム化と要員配置の適正化により効率性・生産性を高めるなど、環境変化に適応した変革への取組みを加

速させ、効率的経営の推進に努めてまいりました。また、グループ総合力を活かし、お客様のIT投資の 適化に向け

た提案の推進や、経営資源の選択と集中に伴う新規ソリューションの開発、競争力の維持・強化のため、中国上海の

拠点拡充によるグローバル化への対応など、当事業年度の重点施策を着実に実行しております。  

  

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は営業力を強化し既存顧客の取引拡大や新規顧客の獲得に努め、３事

業とも受注が増加したことにより、158億67百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。利益面では売上の増加

や原価率の低減を図り売上総利益が前年同四半期に比べ３億58百万円増加したことに加え、オフィス集約効果や間接

要員の適正化により販売費及び一般管理費が70百万円減少したため、営業利益は３億34百万円（前年同四半期は営業

損失94百万円）、経常利益は２億32百万円（前年同四半期は経常損失２億49百万円）となりました。四半期純利益

は、特別利益として当社子会社「株式会社保険システム研究所」の株式譲渡益、および前期に特別損失として計上し

た移転損失引当金についての一部戻入れを計上し、特別損失としてオフィス集約に伴う引越し費用や什器等廃棄費

用、および間接要員の適正化費用を計上したことなどにより、１億40百万円（前年同四半期は四半期純損失４億58百

万円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における業績の前年同四半期比は次のとおりであります。  

                                         （単位：百万円）  

  

 [連結売上高の前年同四半期比 単位:百万円]      [連結営業利益の前年同四半期比 単位:百万円]  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  

  
前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日～ 

 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間

（平成22年４月１日～ 

 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 

増減額 
増減率

（％） 

売上高  14,665  15,867  1,201  8.2

売上原価  11,736  12,579  843  7.2

売上総利益  2,929  3,287  358  12.2

販売費及び一般管理費  3,024  2,953  △70  △2.3

営業利益  △94  334  429 － 

経常利益  △249  232  482 － 

四半期純利益  △458  140  599 － 

ＥＢＩＴＤＡ  492  928  435  88.5
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[連結EBITDAの前年同四半期比 単位:百万円] 

 
  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 システムインテグレーションサービス事業（ＳＩＳ事業）               （単位：百万円） 

  

   [売上高の前年同四半期比 単位:百万円]        [営業利益の前年同四半期比 単位:百万円] 

 
 開発サービスは、一部製造業向けの案件などで回復傾向があるものの、証券業、人材派遣業向けなどの案件の受注

が減少したことに加え、当社子会社「株式会社保険システム研究所」の譲渡などにより、売上高は50億96百万円（前

年同四半期比1.5％減）となりました。  

 ソリューションサービスは、前期に受注した自治体向け新規案件が寄与し、売上高は２億86百万円（同97.5％増）

となりました。  

 関連商品は、請負案件のサーバー機器、ネットワーク機器の販売や保守契約更新などにより、売上高は２億52百万

円（同7.8％増）となりました。  

 この結果、ＳＩＳ事業の売上高は56億34百万円（同1.5％増）、営業利益は内製稼働率の向上や経費低減の徹底に

より８億57百万円（同60.8％増）となりました。 

  

  前第２四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日～ 

 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間  

（平成22年４月１日～ 

 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 

増減額 
増減率

（％） 

  開発サービス  5,172  5,096  △76  △1.5

ソリューションサービス   145  286  141  97.5

関連商品   234  252  18  7.8

売上高  5,551  5,634  83  1.5

営業利益  533  857  324  60.8
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 セキュリティソリューションサービス事業（ＳＳＳ事業）               （単位：百万円） 

  

   [売上高の前年同四半期比 単位:百万円]        [営業利益の前年同四半期比 単位:百万円] 

 
 コンサルティングサービスは、診断系新規ソリューションの開発支援などの受注があったものの、緊急対応サービ

スの案件規模の小型化、官公庁向けコンサルティング案件の受注の減少により、売上高は５億85百万円（前年同四半

期比1.2％減）となりました。 

 構築サービスは、教育機関向けネットワーク構築案件や監視用機器の導入サービスの受注が堅調だったものの、代

理店経由の受注が減少し、売上高は57百万円（同10.0％減）となりました。  

 運用監視サービスは、診断サービスの価格競争が一層激化するなか、過去に取引実績のあるお客様への営業展開に

よる受注に加え、監視サービスにおいて既存案件の契約更新が順調に推移したことにより、売上高は10億47百万円

（同7.9％増）となりました。  

 関連商品は、監視サービスに付随する商品の販売や保守更新の受注により、売上高は４億18百万円（同7.4％増）

となりました。 

 この結果、ＳＳＳ事業の売上高は21億９百万円（同4.6％増）、営業利益は売上の増加や経費低減に注力したこと

により１億49百万円（同1.5％増）となりました。 

   

 ディーラー事業                                  （単位：百万円） 

  

  前第２四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日～ 

 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間  

（平成22年４月１日～ 

 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 

増減額 
増減率

（％） 

  コンサルティングサービス  593  585  △7  △1.2

構築サービス   64  57  △6  △10.0

運用監視サービス   970  1,047  76  7.9

関連商品   389  418  28  7.4

売上高  2,017  2,109  92  4.6

営業利益  147  149  2  1.5

  前第２四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日～ 

 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間  

（平成22年４月１日～ 

 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 

増減額 
増減比

（％） 

  ＨＷ／ＳＷ販売  2,797  3,698  901  32.2

ＳＥサービス  1,261  1,173  △87  △6.9

保守サービス   3,038  3,250  212  7.0

売上高  7,096  8,122  1,025  14.5

営業利益  △65  386  451 － 
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  [売上高の前年同四半期比 単位:百万円]        [営業利益の前年同四半期比 単位:百万円] 

 
 ＨＷ／ＳＷ販売は、主要なお客様である金融機関のIT投資は回復基調になく、受注はほぼ横ばいで推移したもの

の、サービス業など非金融向け案件の受注の増加により、売上高は36億98百万円（前年同四半期比32.2％増）となり

ました。 

 ＳＥサービスは、金融機関向けＨＷ／ＳＷ販売の導入サービスの受注が伸びなかったことに加え、基盤系開発案件

の受注の減少により、売上高は11億73百万円（同6.9％減）となりました。  

 保守サービスは、保守更新の受注が増加したことに加え、ネットワーク構築などサービス提供領域の拡大により、

売上高は32億50百万円（同7.0％増）となりました。 

 この結果、ディーラー事業の売上高は81億22百万円（同14.5％増）、営業利益は売上の増加やコスト構造改革の推

進などにより３億86百万円（前年同四半期は営業損失65百万円）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、純資産に関する分析 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ８億84百万円減少し、211億64百万円となりました。これは主に受取手形及び

売掛金の減少13億33百万円、前払費用の増加９億49百万円、敷金及び保証金の減少６億69百万円等によるものです。

 負債は、前連結会計年度末に比べ９億58百万円減少し、143億41百万円となりました。これは主に買掛金の減少９

億27百万円、前受収益の増加７億87百万円、長期借入金の減少10億23百万円等によるものであります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、68億23百万円となりました。この結果、自己資本比率は

32.2％となりました。 

   

(2）キャッシュ・フローに関する分析   

 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、17億81百万円となり、前連

結会計年度末と比較して５億94百万円の減少となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動の結果得られた資金は10億９百万円となりました。これは主に税

金等調整前四半期純利益２億67百万円に減価償却費２億20百万円、のれん償却額３億73百万円、売上債権の減少額12

億84百万円、仕入債務の減少額９億12百万円等を反映したものであります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動の結果得られた資金は２億42百万円となりました。これは主に敷

金及び保証金の回収による収入５億47百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入１億84百万円、

ソフトウエアの取得による支出３億57百万円、有形固定資産の取得による支出１億33百万円等を反映したものであり

ます。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、財務活動の結果使用した資金は18億39百万円となりました。これは主に長

期借入金の返済による支出10億23百万円、短期借入金の純減少額４億62百万円、社債の償還による支出１億17百万

円、配当金の支払額２億18百万円等を反映したものであります。  
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（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

ＥＢＩＴＤＡ：営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 

フリーキャッシュ・フロー：営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー 

ネットキャッシュ・フロー：現金及び現金同等物の増減額  

(1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(2）時価ベースの自己資本比率における株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しておりま

す。 

(3）キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオにおけるキャッシュ・フローは、

営業キャッシュ・フローを使用しております。 

(4）キャッシュ・フロー対有利子負債比率における有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利

息を支払っている全ての負債を対象としております。 

(5）キャッシュ・フロー対有利子負債比率の当第２四半期連結累計期間での計算は、営業キャッシュ・フローを年

換算しております。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間につきましては、業績予想の修正を平成22年10月29日に公表いたしましたが、急激に進んだ

円高・株安や世界経済の減速による景気先行き懸念から厳しさが増しつつあること、また当社グループの事業特性

上、下期偏重の予算としていることなどを総合的に判断し、通期連結業績予想ならびに通期個別業績予想は平成22

年５月14日の公表値から変更ありません。  

  

  
平成21年３月期
第２四半期 
連結累計期間

平成22年３月期
第２四半期 
連結累計期間 

平成23年３月期
第２四半期 
連結累計期間 

平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  22.3  22.5  32.2  25.0  30.6

時価ベースの自己資本比率（％）  28.8  25.5  23.6  27.5  22.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（％） 
 910.0  308.4  349.5  1,170.2  347.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 12.9    17.6    13.0  7.0  13.2

ＥＢＩＴＤＡ（百万円）  318  492  928  1,909  1,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 674  1,765  1,009  978  2,493

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △8,375  △718  242  △8,641  △1,248

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 8,404  △999  △1,839  7,412  △1,336

フリーキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △7,700  1,046  1,252  △7,663  1,244

ネットキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 699  47  △594  △260  △87

１株当たり当期純利益又は１株当た

り四半期（当期）純損失（△）（Ｅ

ＰＳ）（円） 

 △9.25  △17.69  1.68  9.12  △18.57

１株当たりの営業キャッシュ・フロ

ー（円） 
 25.57  68.02  39.44  37.12  96.75

１株当たりのフリーキャッシュ・フ

ロー（円） 
 △291.83  40.34  48.94  △290.78  48.29
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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 

 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 

（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。  

 これに伴い、前連結会計年度末において計上している本社移転損失引当金のうち、旧オフィスの原状回復に係る

債務について299,300千円を資産除去債務として引き継いでおります。なお、第１四半期連結会計期間において、

当該債務と敷金及び保証金を全額相殺しているため四半期連結貸借対照表には計上されておりません。  

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

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 1,781,509 2,375,516

受取手形及び売掛金 4,725,153 6,058,292

商品 141,486 315,508

仕掛品 524,419 303,366

貯蔵品 1,928 1,152

前払費用 2,552,497 1,603,328

その他 464,522 442,968

貸倒引当金 △2,401 △13,492

流動資産合計 10,189,116 11,086,641

固定資産   

有形固定資産 1,356,274 950,385

無形固定資産   

のれん 3,931,907 4,312,052

その他 1,108,133 602,703

無形固定資産合計 5,040,041 4,914,756

投資その他の資産 4,579,371 5,097,802

固定資産合計 10,975,686 10,962,944

資産合計 21,164,802 22,049,585

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,346,766 3,274,232

短期借入金 1,000,000 1,462,500

1年内返済予定の長期借入金 880,000 880,000

1年内償還予定の社債 234,000 234,000

未払法人税等 200,105 167,093

前受収益 2,536,934 1,749,346

賞与引当金 65,366 55,242

受注損失引当金 14,814 11,321

本社移転損失引当金 93,389 532,149

その他 1,453,339 776,934

流動負債合計 8,824,715 9,142,819

固定負債   

社債 367,000 484,000

長期借入金 4,572,000 5,595,000

退職給付引当金 50,880 45,619

負ののれん 6,046 7,146

その他 520,383 25,061

固定負債合計 5,516,311 6,156,826

負債合計 14,341,026 15,299,646
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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 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 5,675,840 5,675,851

利益剰余金 466,210 544,354

自己株式 △298,783 △298,699

株主資本合計 6,843,266 6,921,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,764 △175,009

繰延ヘッジ損益 △1,937 △3,374

為替換算調整勘定 △8,246 △2,592

評価・換算差額等合計 △27,948 △180,976

少数株主持分 8,458 9,409

純資産合計 6,823,776 6,749,939

負債純資産合計 21,164,802 22,049,585
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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 14,665,939 15,867,601

売上原価 11,736,296 12,579,698

売上総利益 2,929,642 3,287,903

販売費及び一般管理費 3,024,021 2,953,229

営業利益又は営業損失（△） △94,378 334,674

営業外収益   

受取利息 360 298

受取配当金 9,892 15,644

負ののれん償却額 1,099 1,099

助成金収入 10,630 －

その他 12,488 7,952

営業外収益合計 34,471 24,995

営業外費用   

支払利息 93,538 75,281

支払手数料 59,507 47,746

その他 36,591 4,172

営業外費用合計 189,637 127,200

経常利益又は経常損失（△） △249,545 232,468

特別利益   

投資有価証券売却益 196 －

子会社株式売却益 － 111,959

貸倒引当金戻入額 605 11,113

本社移転損失引当金戻入額 － 34,244

特別利益合計 801 157,317

特別損失   

固定資産除却損 － 35,352

投資有価証券評価損 30,000 －

事務所移転費用 － 49,151

特別退職金 44,566 35,200

受注損失引当金繰入額 16,908 －

減損損失 － 2,550

その他 3,158 －

特別損失合計 94,634 122,255

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△343,377 267,530

法人税、住民税及び事業税 59,451 167,732

法人税等調整額 58,172 △41,233

法人税等合計 117,624 126,499

少数株主損益調整前四半期純利益 － 141,031

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,010 144

四半期純利益又は四半期純損失（△） △458,991 140,887
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△343,377 267,530

減価償却費 212,139 220,975

減損損失 － 2,550

のれん償却額 375,018 373,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） △605 △11,113

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,952 10,123

受注損失引当金の増減額（△は減少） △10,447 3,492

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,804 6,183

受取利息及び受取配当金 △10,253 △15,943

支払利息 93,538 75,281

為替差損益（△は益） △760 1,646

社債発行費 19,139 －

固定資産除却損 － 35,352

投資有価証券売却損益（△は益） △196 －

投資有価証券評価損益（△は益） 30,000 －

事業所移転費 － 49,151

子会社株式売却損益（△は益） － △111,959

売上債権の増減額（△は増加） 2,523,651 1,284,689

たな卸資産の増減額（△は増加） △618,673 △200,320

その他の流動資産の増減額（△は増加） △738,284 △895,152

仕入債務の増減額（△は減少） △677,866 △912,488

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,304 △83,455

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,233,919 1,429,390

その他 26,600 7,341

小計 2,060,090 1,536,280

利息及び配当金の受取額 10,079 16,103

利息の支払額 △100,371 △77,787

移転費用の支払額 － △241,578

法人税等の支払額 △204,584 △223,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,765,213 1,009,116
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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) 

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 △72,685 △133,254

ソフトウエアの取得による支出 △109,927 △357,803

投資有価証券の取得による支出 △13,961 －

投資有価証券の売却による収入 910 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 184,512

貸付けによる支出 △105,050 △18,874

貸付金の回収による収入 1,789 30,696

敷金及び保証金の差入による支出 △420,623 △9,362

敷金及び保証金の回収による収入 1,318 547,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △718,230 242,988

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △3,424 △19,045

短期借入金の純増減額（△は減少） △52,500 △462,500

長期借入れによる収入 487,500 －

長期借入金の返済による支出 △390,000 △1,023,000

手数料の支払による支出 △138,132 －

社債の発行による収入 480,860 －

社債の償還による支出 △1,117,100 △117,000

自己株式の売却による収入 35 29

自己株式の取得による支出 △186,914 △125

配当金の支払額 △79,864 △218,065

少数株主への配当金の支払額 △276 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △999,817 △1,839,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 477 △6,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,642 △594,006

現金及び現金同等物の期首残高 2,462,693 2,375,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,510,336 1,781,509
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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４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

   

 [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４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

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４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 [セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、「システムインテグレーションサービス事業」、「セキュリティソリューションサービス事業」及び

「ディーラー事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「システムインテグレーションサービス事業」は、基盤系システムや業務系アプリケーションシステム、Ｗｅ

ｂ系アプリケーションシステムなどの設計・開発・保守、およびＩＤＣ（インターネット・データセンター）サ

ービスを提供しております。 

 「セキュリティソリューションサービス事業」は、お客様の情報セキュリティ強化に向けたコンサルティング

や情報セキュリティ教育、システム環境の構築、ホームページやサーバーの診断、および運用監視サービスを提

供しております。 

 「ディーラー事業」は、大型システムからＰＣサーバーに至る幅広い情報システム製品の販売や導入サービ

ス、システムの構築・維持管理、ならびに保守サービスまでを一貫して提供しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

システムイン
テグレーショ
ンサービス事
業 

（千円） 

セキュリティ
ソリューショ
ンサービス事
業 

（千円） 

ディーラー事
業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
 （千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,551,842  2,017,436  7,096,660  14,665,939  －  14,665,939

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
23,110 9,450 1,139  33,700  △33,700 －

計  5,574,952  2,026,887  7,097,800  14,699,640  △33,700  14,665,939

営業利益又は営業損失（△）  533,426  147,433  △65,114  615,744  △710,123  △94,378

事業区分 事業内容

システムインテグレーショ

ンサービス事業 

情報システムに関するコンサルティングサービス、情報システムの設計、開発・構築、運用・

保守サービス等の提供、および商品販売取引 

セキュリティソリューショ

ンサービス事業 

情報セキュリティ対策の策定・導入・運用支援、個人情報漏洩緊急対応、セキュリティ構築・

運用監視・セキュリティ診断・データベースセキュリティ等のサービスの提供、およびセキュ

リティ関連製商品販売 

ディーラー事業 

情報システム関連ハードウエアおよびソフトウエアの販売、ＩＴソリューションの提案、情報

システム環境の設計、システム要件の定義、システム設計、ハードウエアおよびソフトウエア  

の導入、システムの保守等情報システムに関連する商品の販売、サービスの提供、および保守

サービスの提供 
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の非連結子会

社に対する業務受託収入であります。 

２．セグメント損失の調整額△1,059,992千円には、セグメント間取引消去△4,722千円および各報

告セグメントに配分していない全社費用△1,055,269千円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「セキュリティソリューションサービス事業」セグメントにおいて、サービスの提供終了に関する意思決定を

行ったことにより、回収可能価額が著しく低下していると認められる資産として認識されたソフトウエアについ

て、回収可能価額をゼロとして、減損損失を認識するものであります。なお、当該減損損失の計上額は、当第２

四半期連結累計期間において2,550千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。 

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

システムイ

ンテグレー

ションサー

ビス事業 

セキュリ

ティソリ

ューショ

ンサービ

ス事業 

ディーラー

事業 
計

売上高                 

外部顧客への売上

高 
 5,634,916    2,109,446  8,122,638  15,867,001  600  15,867,601  － 15,867,601

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 90,870  18,882  106,874  216,628  －  216,628  △216,628  －

計  5,725,787  2,128,329  8,229,512  16,083,629  600  16,084,229  △216,628 15,867,601

セグメント利益  857,915  149,665  386,484  1,394,066  600  1,394,666  △1,059,992 334,674

（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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