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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 
(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 ％

21年３月期第２四半期 83,221 － 3,910 － 3,535 － 1,136 －
20年３月期第２四半期 83,675 2.1 3,334 △23.1 3,951 △13.3 1,812 －

 

 
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

21年３月期第２四半期 34 14 34 13
20年３月期第２四半期 50 44 50 41
(注)平成21年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率は、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針14号）を適用しているため、記載

しておりません。 

 
 
(2) 連結財政状態 

 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

21年３月期第２四半期 171,057 79,298 40.6 2,164 78
20年３月期 177,461 82,296 41.0 2,148 90

（参考） 自己資本  21年３月期第２四半期 69,379百万円 20年３月期 72,740百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年３月期 － 10 00 － 15 00 25 00 

21年３月期 － 15 00  

21年３月期(予想)  － 15 00 30 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無：無 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％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 175,000 2.5 8,500 13.1 8,600 10.8 3,300 51.9 97 49
(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：無 
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４．その他 
 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 
  
(2) 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 ：有 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  
  
(3) 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（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もの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：有 
 （注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年３月期第２四半期 35,746,329株 20年３月期 37,546,329株
② 期末自己株式数 21年３月期第２四半期 3,696,961株 20年３月期 3,696,026株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年３月期第２四半期 33,295,234株 20年３月期第２四半期 35,935,077株

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要

 素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

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、ここまで高騰を続けていた原油高とそれに伴う原材

料価格に歯止めがかかってきたものの、米国を発端とした世界規模の金融危機の影響により、国内景気は

引き続き後退の色合いを強めております。 

このような状況下、当業界を取り巻く事業環境は、ＳａａＳ／ＡＳＰといったサービスの需要が高く、

同サービスのような効率性の高いＩＴ投資が市場において広く受入れられてきております。しかし、国内

景気の減速により企業のＩＴ投資は慎重な姿勢が強まっており、さらにお客様からのシステム開発ニーズ

の多様化やサービス価格の下落もあり、市場の伸びは鈍化してきております。 

当社グループでは、これらの状況を踏まえ、新規事業としてＳａａＳ事業に参入し、ＳａａＳと仮想化

技術を組み合わせた「ＦＳＳａａＢＩＳ（ＦＳサービス）」の提供を開始いたしました。 

また、Ｇｏｏｇｌｅ社が企業向けに設計した「Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ Ｐｒｅｍｉｅｒ Ｅｄｉｔｉ

ｏｎ」に関する販売代理店契約を締結し、サービスインフラの構築、導入から保守対応、カスタマイズと

いった一連のサポート体制の提供を行ってまいりました。さらに、インシデントレポートをデータ化、共

有するシステム「ＦＳＩｎｃｉｄｅｎｔ」、ＮＧＮ（従来の電話網がもつ信頼性・安定性を確保しながら、

ＩＰネットワークの柔軟性・経済性を備えた次世代の情報通信ネットワーク）に対応したＩＰＴＶ用ミド

ルウェア「ＦＳＤＴＶ Ｍｉｄｄｌｅｗａｒｅ Ｆｏｒ ＩＰＴＶ」などの開発・販売を開始してまいりまし

た。 

また、平成20年12月より、任天堂の家庭用ゲーム機「Ｗｉｉ」向け動画配信ソフト「みんなのシアター

Ｗｉｉ」の提供を開始いたします。同ソフトを使用することにより、Ｗｉｉを接続したテレビでＤＶＤ画

質並みの映像を再生することが可能となります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は832億21百万円（前年同期比0.5％減）となりました。

人件費の増加等により、販売費及び一般管理費は165億75百万円（前年同期比3.0％増）となりましたが、

原価率の改善により営業利益は39億10百万円（前年同期比17.3％増）となりました。 

また、持分法投資損失等により、経常利益は35億35百万円（前年同期比10.5％減）となり、四半期純利

益は11億36百万円（前年同期比37.3％減）となりました。 

なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、当社グループは、第１四半期連結会計期間より事業区分の変更を行っております。詳細は「(6) 

セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】 （注）４ 事業区分の変更」に記載しております。 

①ソフトウェア開発関連事業 

組込系につきましては、通信制御系の売上高が減少いたしました。また、業務系につきましては、金

融系の売上高が減少したものの、流通系の売上高は増加いたしました。 

この結果、売上高は684億12百万円となり、営業利益については37億86百万円となりました。 

②アウトソーシング事業 

オフィスサービスの売上高は、引き続き好調に推移しておりますが、システム保守・運用サービスの

売上高は減少いたしました。 

この結果、売上高は135億83百万円、営業利益は１億22百万円となりました。 

③その他事業 

人材派遣業等の売上高は12億25百万円、営業利益は０百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期末における総資産は1,710億57百万円（前連結会計年度末差64億３百万円の減少）となりま

した。その内訳は、流動資産が616億17百万円（前連結会計年度末差76億48百万円減）、固定資産が1,094

億40百万円（前連結会計年度末差12億45百万円増）であります。 

流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が156億21百万円（前連結会計年度末差59億35百万円減）と、

受取手形及び売掛金が326億60百万円（前連結会計年度末差26億43百万円減）となったこと等によるもので

あります。 

固定資産の主な変動要因は、有形固定資産が783億78百万円（前連結会計年度末差4億73百万円増）と、投

資その他の資産のうち、投資有価証券が138億17百万円（前連結会計年度末差6億94百万円増）となったこ



富士ソフト株式会社（9749）平成21年３月期 第２四半期決算短信 
 
 

― 4 ― 

と等によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期末における負債総額は917億59百万円（前連結会計年度末差34億４百万円の減少）となりま

した。その内訳は、流動負債が837億56百万円（前連結会計年度末差50億９百万円減）、固定負債が80億２

百万円（前連結会計年度末差16億４百万円増）であります。 

流動負債の主な変動要因は、支払手形及び買掛金が101億80百万円（前連結会計年度末差31億19百万円

減）となったこと等によるものであります。 

固定負債の主な変動要因は、その他に含まれている長期リース債務を14億５百万円計上していること等に

よるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期末における純資産は792億98百万円（前連結会計年度末差29億98百万円の減少）となりまし

た。 

主な変動要因は、自己株式の市場買付による取得及び自己株式の消却等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.0％から40.6％になりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、157億32

百万円であり、前連結会計年度末に比べ、59億34百万円の減少となりました。 

なお、第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動による資金の増加は、25億89百万円となりました。 

これは、税金等調整前四半期純利益35億22百万円、減価償却費33億85百万円の計上及び売上債権の減

少24億12百万円による増加と、仕入債務の減少31億19百万円、未払消費税等の減少額12億67百万円及び

法人税等の支払額21億38百万円等によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の減少は、46億51百万円となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出11億64百万円、無形固定資産の取得による支出13億78百万円

及び投資有価証券の取得による支出22億73百万円等によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の減少は、38億67百万円となりました。 

これは、自己株式の取得による支出34億44百万円及び配当金の支払額５億７百万円等によるものであ

ります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、引き続き、米国のサブプライムローン問題が米国経済だけでなく、世

界経済にも大きな混乱を招くことが予想され、証券市場をはじめとした国内経済を取り巻く環境は厳し

い状況となり、国内景気の減速感や企業の設備投資の先行きの不透明感が強まっていくものと考えられ

ます。 

このような経済情勢のもと、当業界におきましても、労働者不足の補填や既存システムの老朽化への

対策などの理由でＩＴ投資は行われていくものの、その動きは鈍化していくと考えられますが、その一

方で、納期や品質等に対するお客様の要請はより一層強まるとともに、さらにその要請が高度化・多様

化することが予想されます。 

また、組込系事業におきましても、景気の閉塞感による各メーカからの納期・品質の厳守に加え、更

なるコスト抑制の動きが深刻になると予想されます。 

このような状況の中、当社グループは、中期事業計画で掲げております「ＩＴ業界のリーディングカ

ンパニーを目指す！」を基本方針とし、受託開発型だけでなく商品開発型の業務も拡大していき、市場

も国内だけでなく積極的に海外へと目を向け、「世界に冠たるソリューションベンダー」の実現に向け

一層の努力を行ってまいります。 

業績予想に関しては、平成20年５月13日公表の「平成20年３月期 決算短信」に記載のとおりであり、

当該業績予想の修正はありません。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

１）棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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出する方法によっております。 

 また、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。 

２）固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス･リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が6,745千円増加し、経常利益及び四半期純利益が

5,933千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(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20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20年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 15,621,701  21,556,770

  受取手形及び売掛金 32,660,311  35,304,074

  有価証券 1,703,387  1,896,454

  商品 441,746  607,666

  原材料 6,801  4,373

  仕掛品 3,623,405  3,233,305

  その他 7,875,490  6,994,216

  貸倒引当金 △315,600  △331,146

  流動資産合計 61,617,243  69,265,715

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 56,877,867  56,515,839

   減価償却累計額 △13,371,645  △12,149,940

   建物及び構築物（純額） 43,506,221  44,365,899

   土地 29,301,982  29,301,982

   建設仮勘定 200,736  63,200

   その他 11,612,639  9,878,650

   減価償却累計額 △6,242,873  △5,704,175

   その他（純額） 5,369,765  4,174,475

   有形固定資産合計 78,378,705  77,905,556

  無形固定資産  

   のれん 2,909,740  3,477,350

   ソフトウェア 6,699,863  6,641,523

   その他 804,874  805,935

   無形固定資産合計 10,414,477  10,924,810

  投資その他の資産  

   投資有価証券 13,817,207  13,122,552

   その他 6,880,040  6,298,568

   貸倒引当金 △49,788  △55,917

   投資その他の資産合計 20,647,459  19,365,204

  固定資産合計 109,440,642  108,195,571

 資産合計 171,057,886  177,461,287
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  （単位：千円）

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20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20年３月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 10,180,083  13,300,072

  短期借入金 56,278,130  55,737,461

  未払費用 10,600,193  10,701,039

  未払法人税等 1,752,218  1,954,260

  役員賞与引当金 58,146  219,126

  その他 4,888,225  6,854,135

  流動負債合計 83,756,996  88,766,094

 固定負債  

  長期借入金 591,600  608,800

  退職給付引当金 4,402,141  4,281,942

  役員退職慰労金引当金 340,344  383,542

  その他 2,668,344  1,123,928

  固定負債合計 8,002,430  6,398,213

 負債合計 91,759,427  95,164,308

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 26,200,289  26,200,289

  資本剰余金 28,438,965  28,438,965

  利益剰余金 32,259,574  35,802,405

  自己株式 △7,839,891  △8,566,839

  株主資本合計 79,058,938  81,874,820

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △614,056  △17,377

  繰延ヘッジ損益 △13,722  △65,240

  土地再評価差額金 △9,051,263  △9,051,263

  評価・換算差額等合計 △9,679,042  △9,133,881

 新株予約権 15,522  －

 少数株主持分 9,903,040  9,556,039

 純資産合計 79,298,459  82,296,979

負債純資産合計 171,057,886  177,461,287
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 83,221,219 

売上原価 62,735,089 

売上総利益 20,486,130 

販売費及び一般管理費 16,575,765 

営業利益 3,910,364 

営業外収益  

 受取利息 31,045 

 受取配当金 54,996 

 受取賃貸料 670,775 

 その他 202,102 

 営業外収益合計 958,918 

営業外費用  

 支払利息 398,432 

 持分法投資損失 362,916 

 賃貸料原価 390,688 

 為替差損 26,764 

 その他 154,659 

 営業外費用合計 1,333,461 

経常利益 3,535,822 

特別損失  

 投資有価証券評価損 9,750 

 持分変動損失 3,263 

 特別損失合計 13,013 

税金等調整前四半期純利益 3,522,809 

法人税、住民税及び事業税 1,636,664 

法人税等調整額 127,218 

法人税等合計 1,763,883 

少数株主利益 622,241 

四半期純利益 1,136,684 
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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20年４月１日 
 至 平成20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 3,522,809 

 減価償却費 3,385,708 

 のれん償却額 534,105 

 退職給付引当金の増減額（△は減
少） 

120,198 

 支払利息 398,432 

 投資有価証券評価損 9,750 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,412,080 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 150,371 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,119,989 

 未払人件費の増減額（△は減少） △52,036 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,267,038 

 長期前払費用の増減額（△は増加） △808,336 

 その他 △310,943 

 小計 4,975,111 

 利息及び配当金の受取額 146,172 

 利息の支払額 △393,857 

 法人税等の支払額 △2,138,207 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,589,218 

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 △1,164,771 

 無形固定資産の取得による支出 △1,378,769 

 有価証券の取得による支出 △2,296,722 

 有価証券の売却による収入 2,495,583 

 投資有価証券の取得による支出 △2,273,092 

 投資有価証券の売却による収入 42,020 

 その他 △75,327 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,651,080 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 59,700,000 

 短期借入金の返済による支出 △59,051,791 

 長期借入金の返済による支出 △124,740 

 自己株式の取得による支出 △3,444,800 

 配当金の支払額 △507,699 

 少数株主への配当金の支払額 △284,744 

 その他 △153,298 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,867,074 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,540 

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

△5,934,476 

現金及び現金同等物の期首残高 21,667,287 

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,732,810 
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（単位：千円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 26,200,289 28,438,965 35,802,405 △8,566,839 81,874,820

当第２四半期末までの変動額  

 剰余金の配当 △507,766  △507,766

 四半期純利益 1,136,684  1,136,684

 自己株式の取得（注）１ △3,444,800 △3,444,800

 自己株式の消却（注）２ △4,171,748 4,171,748 

当第２四半期末までの変動額合計 ― ― △3,542,830 726,947 △2,815,882

当第２四半期末残高 26,200,289 28,438,965 32,259,574 △7,839,891 79,058,938

（注）１ 平成20年６月11日から平成20年９月10日までに自己株式を市場買付により1,800,000株取得い

たしました。 

   ２ 平成20年６月30日付けで自己株式を1,800,000株消却いたしました。 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）     

 

 
ソフトウェア
開発関連事業 

(千円) 

アウトソーシ
ング事業 

(千円) 

その他事業 

(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 

68,412,475 13,583,443 1,225,300 83,221,219 － 83,221,219

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

12,187 29,154 8,857 50,199 (50,199) －

計 68,424,663 13,612,597 1,234,157 83,271,418 (50,199) 83,221,219

営業利益 3,786,709 122,899 685 3,910,294 70 3,910,364

(注) １ 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 各事業の主な製品 

(1) ソフトウェア開発関連事業 

  通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用

アプリケーションの受託ソフトウェア開発、品質評価及び管理支援、コンサルティング、プロダクト

開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造・販売等 

(2) アウトソーシング事業 

  システム保守・運用サービス、データエントリー及びヘルプデスクサービス等 

(3) その他事業 

  人材派遣業等 

３ 会計処理の方法の変更 

    ５ページ「４.（３）「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」に

記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適

用指針第16号）を適用しております。この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、ソフト

ウェア開発関連事業が6,745千円増加しております。アウトソーシング事業及びその他事業に影響はあり

ません。 

４ 事業区分の変更 

従来、「ソフトウェア開発関連事業」「アウトソーシング事業」「ソリューションサービス事業」「そ

の他事業」の４事業に区分しておりましたが、当社グループの「ＩＴソリューションベンダー」としての

位置づけから、ソリューションサービス事業自体が各事業区分に紐づいている事業であり、各事業区分に

集約することによって、現状の当社グループの組織構造に対応するセグメント情報を提供できること、ま

た、当該事業区分における物品販売の売上割合が減少しており、今後もこの傾向が予想されるため、第１

四半期連結累計期間より「ソフトウェア開発関連事業」「アウトソーシング事業」「その他事業」の３事

業に区分することに変更いたしました。 
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（参考）従来の方法による事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
ソフトウェア
開発関連事業 

(千円) 

アウトソー
シング事業

(千円) 

ソリューシ
ョンサービ
ス事業 

(千円) 

その他事業

(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 

59,384,201 13,862,392 8,749,325 1,225,300 83,221,219 ― 83,221,219

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,394 29,154 10,792 8,857 50,199 (50,199) 

計 59,385,595 13,891,547 8,760,117 1,234,157 83,271,418 (50,199) 83,221,219

 営業利益又は営業損
失（△） 

4,622,972 226,330 △939,693 685 3,910,294 70  3,910,364

(注)  各事業の主な製品 

(1) ソフトウェア開発関連事業 

  通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用

アプリケーションの受託ソフトウェア開発、プロダクト開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器

の設計・製造・販売等 

(2) アウトソーシング事業 

  システム保守・運用サービス、コンサルティング、技術支援、データエントリー及びヘルプデスクサ

ービス、品質評価及び管理支援等 

(3) ソリューションサービス事業 

  ハードウェア及びソフトウェアの販売、ネットワークサービス、データセンターサービス、教育、コ

ンテンツ作成運用等 

(4) その他事業 

  人材派遣業等 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えるため、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】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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６．その他情報 

 
生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績    

事業の種類別セグメント 生産高(千円) 

ソフトウェア開発関連事業 49,894,990 

(注)１．ソフトウェア開発事業について記載しております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(2) 受注状況 

事業の種類別セグメント 
受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

ソフトウェア開発関連事業 71,285,104 30,284,879 

(注)１．ソフトウェア開発事業について記載しております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(3) 販売実績 

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 

ソフトウェア開発関連事業 68,412,475 

アウトソーシング事業 13,583,443 

そ の 他 事 業 1,225,300 

合 計 83,221,219 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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<参考資料> 

前年同四半期に係る財務諸表 

（1）前中間連結損益計算書 

 

科  目 

前中間連結会計期間 

（自平成19年４月１日 

  至平成19年９月30日） 

区 分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 83,675,079 100.0

Ⅱ 売上原価 64,252,227 76.8

   売上総利益 19,422,851 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,088,811 19.2

   営業利益 3,334,040 4.0

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息及び配当金 43,307  

 ２ 有価証券売却益 28,113  

 ３ 受取賃貸料 405,607  

 ４ システムサービス解約収入 116,944  

 ５ 持分法による投資利益 251,777  

 ６ 為替差益 50,381  

 ７ その他 475,124 1,371,255 1.6

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 366,483  

 ２ 賃貸料原価 272,169  

 ３ システムサービス解約損失 53,165  

 ４ その他 61,716 753,534 0.9

   経常利益 3,951,760 4.7

Ⅵ 特別利益  

 １ 投資有価証券売却益 87,812  

 ２ 持分変動差益 174,659 262,472 0.3

Ⅶ 特別損失  

 １ 投資有価証券評価損 184,883  

 ２ 固定資産減損損失 3,130  

 ３ のれん償却額 138,714 326,728 0.4

   税金等調整前中間純利益 3,887,504 4.6

   法人税、住民税及び事業税 1,550,939  

   法人税等調整額 △13,656 1,537,283 1.8

   少数株主利益 537,564 0.6

   中間純利益 1,812,656 2.2
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（2）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前中間連結会計期間 

（自平成19年４月１日 

  至平成19年９月30日） 

区 分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前中間純利益 3,887,504 

 ２ 減価償却費 4,924,265 

 ３ 固定資産減損損失 3,130 

 ４ のれん償却額 739,187 

 ５ 退職給付引当金の増減額 35,311 

 ６ 投資有価証券等評価損 184,883 

 ７ 売上債権の増減額 895,581 

 ８ たな卸資産の増減額 △339,284 

 ９ 仕入債務の減少額 △888,845 

 10 未払人件費の増減額 △48,008 

 11 未払消費税等の増減額 563,876 

 12 その他 △3,320,351 

    小計 6,637,249 

 13 利息及び配当金の受取額 159,157 

 14 利息の支払額 △387,595 

 15 法人税等の支払額 △3,018,008 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,390,803 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有価証券の取得による支出 △3,493,319 

 ２ 有価証券の売却による収入 4,959,720 

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △1,795,881 

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △3,246,030 

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △1,274,985 

 ６ 投資有価証券の売却による収入 153,432 

 ７ 子会社株式の取得による支出 △27,544 

 ８ 子会社株式の売却による収入 179,786 

 ９ その他 22,030 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,522,791 
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前中間連結会計期間 

（自平成19年４月１日 

  至平成19年９月30日） 

区 分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入れによる収入 51,890,000 

 ２ 短期借入金の返済による支出 △47,699,700 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △945,740 

 ４ 少数株主からの払込による収入 598,913 

 ５ 配当金の支払額 △358,392 

 ６ 少数株主への配当金の支払額 △226,116 

 ７ 自己株式の取得による支出 △2,217,917 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,041,047 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △90,940 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 18,378,792 

Ⅵ 子会社の新規連結による現金および 

  現金同等物増加額 
176,344 

Ⅶ 子会社の連結除外による現金および 

  現金同等物減少額 
△307,827 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 18,156,369 
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（3）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

区分 

ｿﾌﾄｳｪｱ開発 

関連事業 

(千円) 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

事業 

(千円) 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ

事業 

(千円) 

その他事業

(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 
58,601,889 15,761,374 8,121,648 1,190,166 83,675,079 ― 83,675,079

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
42,451 16,451 16,934 4,535 80,373 (80,373) ―

計 58,644,341 15,777,826 8,138,583 1,194,701 83,755,452 (80,373) 83,675,079

営業費用 54,166,624 15,457,080 9,636,613 1,161,095 80,421,412 (80,373) 80,341,039

営業利益又は 

営業損失(△) 
4,477,717 320,746 △1,498,029 33,605 3,334,040 0 3,334,040

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えるため、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】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 


