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連結経営指標等 

  

 
(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

     3. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

     4. 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期 

第２四半期 
連結累計期間

第45期
第２四半期 
連結累計期間

第44期
第２四半期 
連結会計期間

第45期 
第２四半期 
連結会計期間

第44期

会計期間

自 平成20年
４月１日 

至 平成20年 
９月30日

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成20年
７月１日 

至 平成20年 
９月30日

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成20年
４月１日 

至 平成21年 
３月31日

売上高 (千円) 11,040,909 8,303,666 6,474,509 4,941,201 23,238,813

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) △266,399 △689,138 171,174 125,949 △88,259

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) △200,879 △714,700 98,270 63,752 △404,378

純資産額 (千円) ― ― 7,824,760 6,813,273 7,612,559

総資産額 (千円) ― ― 11,784,188 9,692,121 11,075,117

１株当たり純資産額 (円) ― ― 858.92 747.89 835.63

１株当たり四半期純利
益又は四半期(当期)純
損失(△)

(円) △22.05 △78.45 10.79 7.00 △44.39

潜在株式調整後１株当
たり四半期(当期)純利
益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 66.4 70.3 68.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 780,216 299,829 ― ― 1,985,817

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △497,250 △215,539 ― ― △539,332

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △357,454 △385,542 ― ― △793,199

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 935,214 1,361,736 1,662,988

従業員数 (名) ― ― 1,376 1,378 1,354
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている
事業の内容に重要な変更はありません。 
 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

平成21年９月30日現在 

 
(注) １．従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む就業人員数であります。 

２．臨時従業員数につきましては、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。  

  

  

平成21年９月30日現在 

 
(注) １．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２．臨時従業員数につきましては、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

従業員数(名) 1,378

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 834
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当社グループの製品の性格上、生産・仕入といった区分は適当ではないとの判断のもと数値の把握を

しておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １．主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

   

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績・仕入実績

(2) 受注実績

事業区分 受注高(千円)
前年同四半期比

（％）
受注残高(千円)

前年同四半期比
（％）

システム開発事業 2,699,808 △15.4 2,348,638 △31.0

総合サービス事業 1,698,273 △38.0 2,727,426 △21.7

合計 4,398,081 △25.9 5,076,065 △26.3

(3) 販売実績

事業区分 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システム開発事業 2,949,225 △15.9

総合サービス事業 1,991,976 △32.8

合計 4,941,201 △23.7

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本電気㈱ 828.744 12.8 1,108,886 22.4

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間の日本経済は、景気対策の実施効果は一部に見られたものの、雇用環境の悪
化、個人消費の低迷と景気は依然として厳しい状況が続いております。これに加え、昨年来の世界的な景
気後退の影響を受けた主要企業は、業績の不透明感を背景に、投資抑制を継続しております。 
情報サービス産業におきましては、８月の売上高については、前年同月比5.4%減と３か月連続の減少と

なっております。また、売上高全体の半分弱を占める「受注ソフトウェア」は、通信業向け、金融業向け
等の減少により同比3.7%減となりました。 
このような状況のもと、当第２四半期連結会計期間の受注高は4,398百万円（前年同四半期比25.9％

減）、売上高は4,941百万円（同23.7％減）、営業利益は104百万円（同18.0％減）、経常利益は125百万
円（同26.4％減）、四半期純利益は63百万円（同35.1％減）となりました。 
  
主な事業区分別の実績は次のとおりであります。 
  
ａ．システム開発事業 

システム開発事業につきましては、受注高は2,699百万円（前年同四半期比15.4％減）、売上高は
2,949百万円（同15.9％減）となりました。 
売上高動向につきましては、前年下期以降自治体や企業のＩＴ投資抑制により、大型案件が減少し

たことに加え、一部開発案件の延期、契約締結までの期間の長期化等が続いております。分野別では
通信業、金融業、ネットワーク監視業務向けシステム開発は軟調であったものの、官庁向けシステム
開発は堅調に推移いたしました。 
損益面では、組織改編による業務効率化や人件費等の固定費の削減によりコストの圧縮に努めてま

いりましたが、売上高の減少、受注量の減少に伴う稼働率の低下、また前年下期に発生した一部の不
採算プロジェクトの影響を払拭できず収益が悪化いたしました。引き続きプロジェクト管理強化、開
発の効率化、採算管理の徹底を行っております。 

  
ｂ．総合サービス事業 

総合サービス事業につきましては、受注高は1,698百万円（前年同四半期比38.0％減）、売上高は
1,991百万円（同32.8％減）となりました。 
売上高の主な分野別状況につきましては、運輸系ならびに医療系のＳＩ事業で既存顧客向け受注案

件が堅調に推移しております。ＥＲＰ事業、ＨＰ ＵＸ関連のインフラ構築事業、keyCOMPASS事業は
軟調でありました。 
損益面では、売上高の減少、受注量の減少に伴う稼働率の低下、ＥＲＰ事業やインフラ構築事業に

おける既存顧客からの原価低減要求が発生したため収益が低下いたしました。今後につきましては、
積極的な受注活動を推進すべく、継続案件や新規案件の開拓に注力することに加え、引き続きコスト
の圧縮に努め、利益の改善を図ってまいります。 

  

  

  
  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。 
  

①流動資産 

流動資産残高は、4,964百万円（前連結会計年度末比1,421百万円減、22.3％減）となりました。主
な変動要因は、受取手形及び売掛金の減少であります。 
  

②固定資産  

固定資産残高は、4,727百万円（同38百万円増、0.8％増）となりました。主な変動要因は、投資有
価証券の増加であります。  
  

③流動負債  

流動負債残高は、1,809百万円（同438百万円減、19.5％減）となりました。主な変動要因は、支払
手形及び買掛金の減少であります。  
  

④固定負債  

固定負債残高は、1,069百万円（同144百万円減、11.9％減）となりました。主な変動要因は、長期
借入金の減少であります。  
  

⑤純資産  

純資産残高は、6,813百万円（同799百万円減、10.5％減）となりました。主な変動要因は、利益剰
余金の減少であります。 

  

  

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。  
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は、第１四半期連結会計期間末より11百万

円増加し、1,361百万円（前連結会計年度末比301百万円減、18.1％減）となりました。各キャッシュ・
フローの状況とそれらの要因は次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は、売上債権の増加（405百万円）などがあったものの、税金等調整前四半期
純利益（94百万円）に加え、たな卸資産の減少（468百万円）などにより261百万円増加（前第２四半
期連結会計期間は92百万円減少）いたしました。 
  

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は、投資有価証券の取得による支出（200百万円）、無形固定資産の取得によ
る支出（41百万円）などにより247百万円減少（同108百万円減少）いたしました。 
  

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は、配当金の支払（2百万円）により2百万円減少（同397百万円減少）いたし
ました。 

  

  

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

  

  

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新
設、除却等について、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。 
 また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ
ん。 

  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 36,440,000

計 36,440,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,110,000 9,110,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式は100株であります。

計 9,110,000 9,110,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年９月30日 ― 9,110,000 ― 1,737,237 ― 507,237
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平成21年９月30日現在 

 
（注）タワー投資顧問株式会社から、平成19年８月20日付で提出された大量保有報告書により同日現在で503,900株を

保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における所有株式数の確

認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 
  

  

(5) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7-1 3,190,000 35.02

キーウェアソリーションズ 
従業員持株会

東京都新宿区新宿3丁目1-13 948,100 10.41

岡田 昌之 東京都杉並区 607,500 6.67

有限会社フォーリーブズ 東京都杉並区西荻南2丁目20-8-402 433,000 4.75

エイチエスビーシー ファンド 
サービシィズ クライアンツ 
アカウント 500 ピー

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG
329,900 3.62

（常任代理人 香港上海銀行東京
支店カストディ業務部）

（東京都中央区日本橋3丁目11-1）

荻原 百合子 東京都品川区 250,000 2.74

森下 万喜子 東京都杉並区 250,000 2.74

株式会社ジェイアール東日本
情報システム

東京都渋谷区代々木2丁目2-2 240,000 2.63

日本ヒューレット・パッカード 
株式会社

東京都杉並区高井戸東3丁目29-21 240,000 2.63

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー ノントリ
ティ クライアンツ 613

TAUNUSANLACE  12, D-60325  FRANKFURT  AM 
MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

224,900 2.47
（常任代理人 ドイツ証券株式会

社）
（東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パー

クタワー）

計 ― 6,713,400 73.69

大量保有者 タワー投資顧問株式会社

住所 東京都港区芝大門１丁目12番16号

所有株数 503,900株

発行株式総数に対する所有株式の割合 5.53%
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平成21年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,900株（議決権49個）が含まれ

ております。 

  

  

平成21年９月30日現在 

 
  

  

  

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

  

  

  

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ―

議決権制限株式(その他) ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

9,109,500
91,095

単元未満株式
普通株式

500
― 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 9,110,000 ― ―

総株主の議決権 ― 91,095 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成21年 
 ４月  ５月

 
 ６月  ７月  ８月  ９月

高(円) 363 423 449 448 459 451

低(円) 315 322 397 415 408 410

３ 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作

成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７

月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１ 【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 1,361,736 1,662,988 

受取手形及び売掛金 2,548,327 3,876,352 

商品及び製品 10,190 44,415 

仕掛品 ※3 814,067 607,777 

その他 233,785 224,647 

貸倒引当金 △3,231 △29,984 

流動資産合計 4,964,876 6,386,197 

固定資産 

有形固定資産 ※2 231,132 ※2 249,559 

無形固定資産 

のれん 1,027,575 1,055,153 

その他 338,022 311,490 

無形固定資産合計 1,365,597 1,366,644 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,930,368 2,772,976 

その他 215,048 ※1 314,641 

貸倒引当金 △14,901 △14,901 

投資その他の資産合計 3,130,515 3,072,716 

固定資産合計 4,727,245 4,688,919 

資産合計 9,692,121 11,075,117 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 559,931 939,711 

短期借入金 ※4 100,000 ※4 100,000 

1年内返済予定の長期借入金 400,000 545,000 

未払法人税等 27,231 66,369 

受注損失引当金 ※3 22,960 － 

その他 699,181 596,941 

流動負債合計 1,809,305 2,248,022 

固定負債 

長期借入金 1,050,000 1,200,000 

役員退職慰労引当金 11,710 11,710 

その他 7,832 2,825 

固定負債合計 1,069,542 1,214,535 

負債合計 2,878,848 3,462,558 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,737,237 1,737,237 

資本剰余金 507,237 507,237 

利益剰余金 4,570,330 5,376,131 

自己株式 △16 △16 

株主資本合計 6,814,789 7,620,589 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,515 △8,030 

評価・換算差額等合計 △1,515 △8,030 

純資産合計 6,813,273 7,612,559 

負債純資産合計 9,692,121 11,075,117 
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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20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

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 11,040,909 ※1 8,303,666 

売上原価 9,260,215 7,362,113 

売上総利益 1,780,694 941,553 

販売費及び一般管理費 ※2 2,006,877 ※2 1,638,210 

営業損失（△） △226,183 △696,656 

営業外収益 

受取利息 5,543 669 

受取配当金 1,074 1,197 

助成金収入 － 37,849 

持分法による投資利益 10,481 13,976 

その他 3,703 5,650 

営業外収益合計 20,802 59,343 

営業外費用 

支払利息 28,286 14,631 

支払手数料 25,583 27,635 

その他 7,149 9,559 

営業外費用合計 61,019 51,825 

経常損失（△） △266,399 △689,138 

特別利益 

固定資産売却益 15,218 － 

貸倒引当金戻入額 8,936 26,753 

受取保険金 18,903 － 

特別利益合計 43,057 26,753 

特別損失 

固定資産除却損 12,323 － 

投資有価証券売却損 17,794 － 

減損損失 8,422 － 

和解金 32,182 － 

リース解約損 － 21,261 

事業構造改善費用 － ※3 10,646 

その他 21,974 － 

特別損失合計 92,697 31,907 

税金等調整前四半期純損失（△） △316,039 △694,293 

法人税等 ※4 △111,731 ※4 20,407 

少数株主損失（△） △3,428 － 

四半期純損失（△） △200,879 △714,700 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

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 ※1 6,474,509 ※1 4,941,201 

売上原価 5,391,753 4,057,114 

売上総利益 1,082,755 884,086 

販売費及び一般管理費 ※2 955,195 ※2 779,549 

営業利益 127,560 104,536 

営業外収益 

受取利息 1,781 475 

受取配当金 1,044 － 

助成金収入 － 37,489 

持分法による投資利益 79,676 14,864 

その他 487 3,414 

営業外収益合計 82,991 56,244 

営業外費用 

支払利息 14,784 7,607 

支払手数料 18,788 21,046 

その他 5,803 6,177 

営業外費用合計 39,376 34,831 

経常利益 171,174 125,949 

特別利益 

固定資産売却益 15,218 － 

貸倒引当金戻入額 9,951 － 

投資有価証券評価損戻入益 13,665 － 

その他 8,903 － 

特別利益合計 47,737 － 

特別損失 

減損損失 8,422 － 

事務所移転費用 7,992 － 

和解金 23,018 － 

リース解約損 － 21,261 

事業構造改善費用 － ※3 10,646 

その他 37 － 

特別損失合計 39,470 31,907 

税金等調整前四半期純利益 179,442 94,041 

法人税等 ※4 92,667 ※4 30,289 

少数株主損失（△） △11,496 － 

四半期純利益 98,270 63,752 
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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20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

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損失（△） △316,039 △694,293 

減価償却費 68,925 74,140 

減損損失 8,422 － 

のれん償却額 20,392 27,578 

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 22,960 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,674 △26,753 

受取利息及び受取配当金 △6,618 △1,867 

支払利息 28,286 14,631 

固定資産除却損 12,323 － 

持分法による投資損益（△は益） △10,481 △13,976 

売上債権の増減額（△は増加） 2,178,117 1,328,024 

たな卸資産の増減額（△は増加） △403,486 △172,064 

その他の資産の増減額（△は増加） 5,451 △10,522 

仕入債務の増減額（△は減少） △330,070 △379,779 

未払消費税等の増減額（△は減少） △114,694 △49,113 

その他の負債の増減額（△は減少） △63,481 181,117 

その他 37,132 2,421 

小計 1,108,504 302,502 

利息及び配当金の受取額 30,812 69,134 

利息の支払額 △31,520 △13,967 

法人税等の支払額 △327,579 △57,839 

営業活動によるキャッシュ・フロー 780,216 299,829 

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 △109,000 － 

定期預金の払戻による収入 50,000 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △77,205 △3,935 

無形固定資産の取得による支出 △50,592 △104,150 

有形及び無形固定資産の売却による収入 240,904 － 

投資有価証券の取得による支出 － △200,800 

投資有価証券の売却による収入 82,676 781 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△309,608 － 

子会社株式の取得による支出 △306,450 △5,400 

貸付けによる支出 △6,000 △300 

貸付金の回収による収入 1,712 1,408 

その他 △13,688 △3,142 

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,250 △215,539 

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） 850,200 － 

長期借入れによる収入 200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,253,051 △295,000 

配当金の支払額 △154,603 △90,542 

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,454 △385,542 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,488 △301,252 

現金及び現金同等物の期首残高 1,009,702 1,662,988 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 935,214 ※1 1,361,736 
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該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

  

  

 
  

【継続企業の前提に関する事項】

【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】

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)

１ 連結の範囲の変更

該当事項はありません。

２ 持分法適用の範囲の変更

該当事項はありません。

３ 連結子会社の四半期連結決算日の変更

該当事項はありません。

４ 会計処理の原則及び手続の変更

受注制作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準の変更

受注制作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準については、従来、完成基準を適用してお

りましたが、「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)および「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)を第１四半期連結会計期間

から適用し、第１四半期連結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第２四半期連結会計期間末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)

を、その他の契約については完成基準を適用しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間における売上高は248,622千円増加し、営業損失、経常損失およ

び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ50,269千円減少しております。

５ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更

該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

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)

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。

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、連結会計年度にかか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。

３ 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

 法人税等の納付額の算定に関しましては、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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合においては、前連結会計年度において使用した将来の業績

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
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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) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

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 
(平成21年３月31日)

 

─────

 

※1 担保に供している資産は次のとおりであります。

長期預金 100,000千円

上記物件は、１年内返済予定の長期借入金45,000千

円の担保に供しております。

※2 有形固定資産の減価償却累計額   408,911千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含ん

でおります。

※2 有形固定資産の減価償却累計額   378,926千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含ん

でおります。

※3 損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せず両建て

で表示しております。

損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する金

額は22,960千円（うち、仕掛品22,960千円）であり

ます。

─────

 

※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミット

メント契約を締結しております。これらの契約に基

づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額および 
貸出コミットメントの総額

5,300,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 5,200,000千円
 

※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミット

メント契約を締結しております。これらの契約に基

づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額および
貸出コミットメントの総額

5,300,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 5,200,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第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)

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)

※1 当社および連結子会社の売上高は事業の性質上、第

４四半期連結会計期間に検収される案件の割合が大

きく、第４四半期連結会計期間に売上高が著しく増

加するため、業績に季節的な変動が生じます。

※1 当社および連結子会社は、請負契約を除く受注の売

上高計上基準として、主として「検収基準」を採用

しており、事業の性質上第４四半期連結会計期間に

これらの検収が集中する傾向にあります。このた

め、当社および連結子会社の売上高は第４四半期連

結会計期間に著しく増加し、業績に季節的変動が生

じます。  

なお、第１四半期連結会計期間よりソフトウェア開

発の請負契約に関しては「工事契約に関する会計基

準」を適用しております。

 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 893,611千円

─────

 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 812,641千円

※3 事業構造改善費用

 当社グループでは、ニューキャリアチャレンジ制

度（社員自らが、新しい役割にチャレンジすること

を支援し、人材の有効活用と活性化を目的とした制

度）を設けており、本制度を利用し退職する社員に

対して支給した再就職支援金および再就職支援に係

わる費用であります。

※4 税金費用等につきましては、法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を区分せず、法人税等として

一括して記載しております。

※4 同左 
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

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)

※1 当社および連結子会社の売上高は事業の性質上、第

４四半期連結会計期間に検収される案件の割合が大

きく、第４四半期連結会計期間に売上高が著しく増

加するため、業績に季節的な変動が生じます。

※1 当社および連結子会社は、請負契約を除く受注の売

上高計上基準として、主として「検収基準」を採用

しており、事業の性質上第４四半期連結会計期間に

これらの検収が集中する傾向にあります。このた

め、当社および連結子会社の売上高は第４四半期連

結会計期間に著しく増加し、業績に季節的変動が生

じます。  

なお、第１四半期連結会計期間よりソフトウェア開

発の請負契約に関しては「工事契約に関する会計基

準」を適用しております。

 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 429,939千円

─────

 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 387,067千円

貸倒引当金繰入額 2,121千円

※3 事業構造改善費用

 当社グループでは、ニューキャリアチャレンジ制

度（社員自らが、新しい役割にチャレンジすること

を支援し、人材の有効活用と活性化を目的とした制

度）を設けており、本制度を利用し退職する社員に

対して支給した再就職支援金および再就職支援に係

わる費用であります。

※4 税金費用等につきましては、法人税、住民税及び事

業税と法人税等調整額を区分せず、法人税等として

一括して記載しております。

※4 同左 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

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)

 

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,010,214千円

   計 1,010,214千円

預入期間が３か月超の定期預金 △75,000千円

現金及び現金同等物 935,214千円
 

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,361,736千円

   計 1,361,736千円

預入期間が３か月超の定期預金 ― 千円

現金及び現金同等物 1,361,736千円
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当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)および当第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) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
    

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 9,110,000

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 30

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月13日
取締役会決議

普通株式 91,099 10.00 平成21年３月31日 平成21年６月９日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月30日
取締役会決議

普通株式 45,549 5.00 平成21年９月30日 平成21年12月2日 利益剰余金
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。 

  

  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日） 

取引契約額等に前連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。 

  

  

  

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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

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) 

取引残高に前連結会計年度末と比較して著しい変動がありません。 

  

  

  

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(リース取引関係)
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 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第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）ならびに前第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）および当第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） 

  
当社および連結子会社は、顧客ニーズに応じた情報システムの企画・提案、ソフトウェアの開発、

機器の選定・販売、システムの運用および保守サポート等、情報サービス事業の総合的な提供を事業
内容としており、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報の記載は省略して
おります。 

  

  

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第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）ならびに前第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）および当第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） 

  
本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はあり

ません。 
  

  

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第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）ならびに前第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）および当第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） 

  
海外売上高がないため、該当事項ありません。 

  

  

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

  

２ １株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第２四半期連結累計期間 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

  

  

(１株当たり情報)

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 
(平成21年３月31日)

747円89銭 835円63銭

前第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)

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)

１株当たり四半期純損失 22円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

１株当たり四半期純損失 78円45銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目
前第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)

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)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 200,879 714,700

普通株式に係る四半期純損失(千円) 200,879 714,700

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 9,109,970 9,109,970

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

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)

１株当たり四半期純利益 10円79銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

１株当たり四半期純利益 7円00銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 98,270 63,752

普通株式に係る四半期純利益(千円) 98,270 63,752

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 9,109,970 9,109,970
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

(重要な後発事象)
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第45期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月30日開催の取

締役会において、平成21年９月30日の 終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

２ 【その他】

① 中間配当の総額 45,549千円

② １株当たり中間配当金 5円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成21年12月2日

－ 27 －



該当事項はありません。 

  

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成20年11月13日

キーウェアソリューションズ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキ

ーウェアソリューションズ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４

月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、キーウェアソリューションズ株式会社及び

連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    杉    岡    喜    幸    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    前    田    隆    夫    印

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

平成21年11月12日

キーウェアソリューションズ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキ

ーウェアソリューションズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、キーウェアソリューションズ株式会社及び

連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

「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」に記載しているとおり、会社は第

１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    杉    岡    喜    幸    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    前    田    隆    夫    印

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



 
  

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年11月12日

【会社名】 キーウェアソリューションズ株式会社

【英訳名】 Ｋｅｙｗａｒｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｉｎｃ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 哲二

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目１番13号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



当社代表取締役社長中島哲二は、当社の第45期第２四半期(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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