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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※当社は、前第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率、並び
に平成22年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第2四半期 1,771 ― 79 ― 98 ― 84 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3月期第2四半期 10.79 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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3月期第2四半期 4,363 1,644 37.7 209.09
21年3月期 4,300 1,558 36.2 198.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,644百万円 21年3月期  1,558百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,440 53.6 65 ― 85 ― 70 ― 8.90



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、4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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

前第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の期中平均株式数は記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、
当社グループはパッケージソフトウェアの開発・販売を主たる事業としているため、当社グループの業績は売上高の増減がほぼそのまま営業利益に反映
するという特徴があります。 
 業績予想の前提となる仮定等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 8,257,600株 21年3月期  8,257,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  391,240株 21年3月期  391,240株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 7,866,360株 21年3月期第2四半期  ―株
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当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年来の世界的な経済情勢の悪化からの回復の兆し

が一部でみられたものの、企業収益の減少や個人消費の低迷など依然として厳しい経済状況が続いており

ます。建設業界においては、政府の緊急経済対策による下支えがあったものの、補正予算の一部が執行停

止になるなど不透明感が出ております。 

このような環境の中、当社グループは中核商品である土木工事積算システム「Gaia（ガイア）」をバー

ジョンアップし、中期的な商品戦略として「建設ICTソリューション」による提案型ビジネスを推進する

とともに、地球温暖化対策として注目を集めているCO2排出量を算出できる「CO2排出量計算オプション」

を投入するなど、商品力の強化に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,771百万円となりました。 

また、利益面では、売上高の増加に伴うコストの増加はあったものの、98百万円の経常利益を確保いた

しました。この結果、四半期純利益は84百万円となりました。 

  

なお、前年第２四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との比較は行っ

ておりません。 

  
  

当第２四半期連結累計期間末の総資産は、現金及び預金が232百万円増加しましたが、売上債権が145百

万円、無形固定資産が26百万円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて63百万円の

増加、4,363百万円となりました。 

 負債につきましては、買掛金が31百万円、長期前受収益が67百万円それぞれ減少しましたが、賞与引当

金が34百万円、未払消費税等が26百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて22

百万円の減少、2,719百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益84百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べて

86百万円増加し、1,644百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.5ポイント増加し、37.7％となりました。  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の分析
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当第２四半期連結累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

末に比べて170百万円増加し、715百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は257百万円となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が92百万円、売上債権の減少145百万円などによる資金の獲得があったこ

とによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動により87百万円の資金を支出いたしました。これは、主と

して定期預金の預入れ62百万円（純額）などによるものであります。 

第２四半期連結累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローはありません。 

  

なお、前年第２四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との比較は行っ

ておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間において当社グループの経営改善ならびに事業展開は着実に前進しておりま

すが、今後の政治経済の動向はきわめて不透明であると現時点では言わざるを得ず、当社といたしまして

は、平成21年5月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想で掲げた当期「黒

字化」を確実に達成するために邁進する所存であります。 

  
  

該当事項はありません。 

なお、連結子会社である株式会社プラスバイプラスドットコムは、平成21年７月１日に株式会社プラ

スバイプラスに社名変更しております。 

  

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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

(2)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)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

①固定資産の減価償却費の算定方法

②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) 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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,477,635 1,245,432

受取手形及び売掛金 423,820 569,460

有価証券 1,257,655 1,252,722

商品及び製品 1,628 3,185

原材料及び貯蔵品 7,393 6,109

その他 30,395 27,266

貸倒引当金 △3,930 △1,950

流動資産合計 3,194,600 3,102,226

固定資産   

有形固定資産 254,096 259,950

無形固定資産   

のれん 404,587 415,142

その他 130,732 146,810

無形固定資産合計 535,320 561,952

投資その他の資産   

その他 397,047 393,311

貸倒引当金 △17,171 △17,092

投資その他の資産合計 379,876 376,219

固定資産合計 1,169,292 1,198,122

資産合計 4,363,893 4,300,348

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,846 63,820

未払法人税等 13,700 16,369

繰延税金負債 557 570

前受収益 795,089 788,440

賞与引当金 174,035 139,174

その他 199,508 156,927

流動負債合計 1,214,736 1,165,303

固定負債   

退職給付引当金 234,540 222,330

役員退職慰労引当金 253 17,600

繰延税金負債 193 －

長期前受収益 1,269,397 1,336,780

固定負債合計 1,504,383 1,576,710

負債合計 2,719,120 2,742,014
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,586,500 1,586,500

資本剰余金 197,982 1,814,358

利益剰余金 49,353 △1,651,864

自己株式 △85,513 △85,513

株主資本合計 1,748,323 1,663,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103,550 △105,147

評価・換算差額等合計 △103,550 △105,147

純資産合計 1,644,772 1,558,334

負債純資産合計 4,363,893 4,300,348
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,771,036

売上原価 488,209

売上総利益 1,282,827

販売費及び一般管理費 1,203,661

営業利益 79,165

営業外収益  

受取利息 10,933

受取配当金 136

保険解約返戻金 7,356

その他 1,315

営業外収益合計 19,742

営業外費用  

雑損失 494

営業外費用合計 494

経常利益 98,412

特別利益  

償却債権取立益 24

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除却損 381

固定資産売却損 247

リース解約損 3,343

事務所移転費用 1,554

特別損失合計 5,526

税金等調整前四半期純利益 92,909

法人税、住民税及び事業税 8,067

法人税等合計 8,067

四半期純利益 84,842
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 821,758

売上原価 225,450

売上総利益 596,308

販売費及び一般管理費 587,407

営業利益 8,901

営業外収益  

受取利息 3,812

その他 196

営業外収益合計 4,009

営業外費用  

雑損失 0

営業外費用合計 0

経常利益 12,910

特別損失  

事務所移転費用 1,554

特別損失合計 1,554

税金等調整前四半期純利益 11,356

法人税、住民税及び事業税 4,271

法人税等合計 4,271

四半期純利益 7,084
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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21年４月１日 
 至 平成21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 92,909

減価償却費 41,101

のれん償却額 10,554

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,058

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,346

受取利息及び受取配当金 △11,069

固定資産除却損 381

保険解約損益（△は益） △7,356

リース解約損 3,343

売上債権の増減額（△は増加） 145,639

たな卸資産の増減額（△は増加） 272

仕入債務の増減額（△は減少） △31,974

未払又は未収消費税等の増減額 27,983

前受収益の増減額（△は減少） 6,648

長期前受収益の増減額（△は減少） △67,383

その他 4,487

小計 261,747

利息及び配当金の受取額 9,284

法人税等の支払額 △19,498

法人税等の還付額 9,630

その他の支出 △3,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,822

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 △162,000

定期預金の払戻による収入 100,000

有価証券の取得による支出 △4,220

有形固定資産の取得による支出 △2,023

有形固定資産の売却による収入 124

無形固定資産の取得による支出 △24,711

敷金及び保証金の差入による支出 △3,968

敷金及び保証金の回収による収入 1,528

保険積立金の積立による支出 △104

保険解約による収入 7,356

その他の収入 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,619

財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170,202

現金及び現金同等物の期首残高 545,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 715,635
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年６月１日付で、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補をいた

しました。この結果、当第２四半期連結累計期間において、その他資本剰余金が1,616百万円減少し、利

益剰余金が1,616百万円増加しております。 

  

個別決算業績の推移 

          
（単位：百万円） 

 
(注)平成21年3月期第３四半期以降の四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象ではありま

せん。また、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(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

「参考」

平成21年３月期 平成22年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第2四半期

売 上 高 475 447 470 623 728 654

(対前年同四半期増減率) (―) (―) (―) (―) (53.2%) (46.2%)

経常利益(△損失) △131 △145 △127 △19 61 17
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