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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） 

 

(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 5,478 △6.9 △215 ― △235 ― △301 ―
21年3月期第2四半期 5,887 ― 46 ― 23 ― 50 ―

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 △34.76 ―
21年3月期第2四半期 5.72 ―

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 9,711 4,680 48.1 539.52
21年3月期 10,103 4,842 47.8 557.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,672百万円 21年3月期  4,828百万円

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

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 12,500 1.2 230 291.4 175 ― 70 ― 8.08
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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、3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） 

（注）詳細は、3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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第2四半期 9,195,365株 21年3月期  9,195,365株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  535,094株 21年3月期  535,094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 8,660,271株 21年3月期第2四半期 8,906,329株
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当第２四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界金融市場の混乱、その影響による信用収縮、輸出不
振、円高、株価下落といった状況から、一部企業においては、受注の改善等、収益環境改善の兆しが見ら
れるものの、底が深かった分、好況感を実感するには至っておらず、全体的に、国内景気は弱含みの状況
で推移いたしました。 
情報サービス業界におきましても、厳しい経済環境の中、各企業の収益悪化に伴いＩＴ関連への投資意

欲は後退したままであり、業界全体としても回復には至っておりません。 
このような状況下にあって当第２四半期累計期間における当企業グループは、売上高は、今事業年度か

ら適用となった工事進行基準による売上計上により、当初計画を達成できたものの、利益におきまして
は、受注単価の引き下げ、開発案件の延期、および政権交代による受注のずれ込みによる空き工数の発生
等により、前年度を下回る結果となりました。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高5,478百万円と前年同四半期と

比べ408百万円（6.9％）の減収となりました。また利益面では、営業損失215百万円（前年同四半期は営
業利益46百万円）、経常損失235百万円（前年同四半期は経常利益23百万円）、四半期純損失301百万円
（前年同四半期は四半期純利益50百万円）となりました。 
  

当第２四半期における総資産は9,711百万円となり、前連結会計年度末と比べ391百万円減少しました。
これは主に、現金及び預金の増加104百万円、仕掛品の増加91百万円があったものの受取手形及び売掛金
の減少543百万円によるものです。 
  

平成21年５月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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。
  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。 
 なお、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。 
  

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法を採用しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

・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

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
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受注制作のソフトウェア開発に係る収益及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の計上基準の変更については、従来、工事完成基準を適用
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）及び
「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工事進
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工事完成基準を適用しておりま
す。 
これにより、売上高は116,176千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は

それぞれ14,895千円減少しております。 

(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 1,987,585 1,882,645

受取手形及び売掛金 1,635,194 2,178,452

商品及び製品 53,016 25,344

仕掛品 328,661 237,392

繰延税金資産 160,120 157,888

その他 196,361 133,636

貸倒引当金 △4,683 △5,696

流動資産合計 4,356,255 4,609,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,233,966 1,230,438

減価償却累計額 △768,777 △754,060

建物及び構築物（純額） 465,189 476,378

土地 3,304,710 3,304,710

その他 321,566 311,874

減価償却累計額 △244,966 △232,595

その他（純額） 76,600 79,279

有形固定資産合計 3,846,500 3,860,367

無形固定資産   

ソフトウエア 146,096 176,951

その他 19,573 29,962

無形固定資産合計 165,669 206,914

投資その他の資産   

投資有価証券 578,859 569,019

長期貸付金 95,570 116,080

繰延税金資産 4,677 3,302

その他 735,669 810,817

貸倒引当金 △71,400 △73,100

投資その他の資産合計 1,343,377 1,426,119

固定資産合計 5,355,548 5,493,401

資産合計 9,711,804 10,103,063
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 371,677 424,061

1年内償還予定の社債 130,000 220,000

短期借入金 781,034 582,200

1年内返済予定の長期借入金 1,039,286 1,032,968

未払法人税等 － 16,632

賞与引当金 442,424 262,438

役員賞与引当金 11,000 －

その他 418,817 558,335

流動負債合計 3,194,239 3,096,636

固定負債   

社債 315,000 380,000

長期借入金 1,358,706 1,620,854

退職給付引当金 11,492 8,113

役員退職慰労引当金 22,000 22,000

その他 129,893 133,077

固定負債合計 1,837,091 2,164,044

負債合計 5,031,330 5,260,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,905,422 2,905,422

資本剰余金 1,949,999 1,949,999

利益剰余金 △4,602 296,545

自己株式 △244,817 △244,817

株主資本合計 4,606,002 4,907,149

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,417 △78,645

評価・換算差額等合計 66,417 △78,645

少数株主持分 8,053 13,878

純資産合計 4,680,473 4,842,383

負債純資産合計 9,711,804 10,103,063

㈱フォーカスシステムズ(4662)平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



(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 5,887,495 5,478,850

売上原価 5,154,949 5,035,386

売上総利益 732,545 443,463

販売費及び一般管理費 686,314 658,967

営業利益又は営業損失（△） 46,231 △215,503

営業外収益   

受取利息及び配当金 9,714 4,442

受取家賃 11,434 11,898

貸倒引当金戻入額 3,658 2,713

保険解約返戻金 － 8,822

持分法による投資利益 917 －

その他 5,436 7,239

営業外収益合計 31,161 35,116

営業外費用   

支払利息 29,039 34,193

社債利息 11,694 6,354

貸与資産減価償却費 4,303 4,310

社債発行費 4,517 －

持分法による投資損失 － 7,101

その他 3,869 3,451

営業外費用合計 53,425 55,410

経常利益又は経常損失（△） 23,967 △235,797

特別利益   

投資有価証券売却益 85,714 －

特別利益合計 85,714 －

特別損失   

関係会社株式売却損 5,153 －

投資有価証券評価損 － 161,159

特別損失合計 5,153 161,159

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（△）

104,529 △396,957

法人税等 51,743 △90,082

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,846 △5,825

四半期純利益又は四半期純損失（△） 50,939 △301,049
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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 3,110,278 2,831,838

売上原価 2,633,980 2,589,279

売上総利益 476,298 242,558

販売費及び一般管理費 289,326 287,790

営業利益又は営業損失（△） 186,971 △45,231

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,455 1,904

受取家賃 5,717 5,924

貸倒引当金戻入額 3,658 1,113

その他 4,280 5,695

営業外収益合計 19,111 14,637

営業外費用   

支払利息 15,631 17,073

社債利息 6,293 3,062

貸与資産減価償却費 1,975 2,155

社債発行費 4,517 －

持分法による投資損失 1,472 5,638

その他 2,557 2,211

営業外費用合計 32,447 30,140

経常利益又は経常損失（△） 173,636 △60,734

特別利益   

投資有価証券売却益 82,773 －

特別利益合計 82,773 －

特別損失   

関係会社株式売却損 5,153 －

投資有価証券評価損 － 156,159

特別損失合計 5,153 156,159

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（△）

251,256 △216,893

法人税等 128,706 △48,997

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,067 △4,090

四半期純利益又は四半期純損失（△） 120,482 △163,806
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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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