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連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第33期第２四半期連結累計期間・第33期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後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。 

第33期・第34期第２四半期連結累計期間・第34期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  

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33期 

第２四半期 
連結累計期間

第34期
第２四半期 
連結累計期間

第33期
第２四半期 
連結会計期間

第34期 
第２四半期 
連結会計期間

第33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) 5,887,495 5,478,850 3,110,278 2,831,838 12,355,831

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 23,967 △235,797 173,636 △60,734 6,516

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△)

(千円) 50,939 △301,049 120,482 △163,806 △165,938

純資産額 (千円) － － 5,267,841 4,680,473 4,842,383

総資産額 (千円) － － 10,563,708 9,711,804 10,103,063

１株当たり純資産額 (円) － － 592.13 539.52 557.55

１株当たり四半期純利益
又は四半期(当期)純損失
(△)

(円) 5.72 △34.76 13.55 △18.91 △18.78

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 (％) － － 49.7 48.1 47.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 343,973 280,156 － － 543,500

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △88,278 53,446 － － △198,063

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △154,154 △213,724 － － △178,355

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) － － 1,568,563 1,744,541 1,634,103

従業員数 (名) － － 874 927 865
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当第２四半期連結会計期間において、当企業グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事

業の内容に重要な変更はありません。 

  

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)  従業員は就業人数（当企業グループ外から当企業グループへの出向者を含んでおりません。）を記載しており

ます。 

  

  

平成21年９月30日現在 

 
(注)  従業員は就業人数（社外から当社への出向者を含んでおりません。）を記載しております。 

  

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) 927

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 885

- 3 -



当第２四半期連結会計期間における生産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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合。  

 
  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業区分別 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

システムインテグレーション 1,758,932 95.3

ＩＴサービス 756,839 98.9

情報セキュリティ 38,346 55.4

その他 10,175 52.9

合計 2,564,294 95.0

(2) 受注実績

事業区分別 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
（％）

システムインテグレーション 1,798,797 150.5 1,841,212 99.3

ＩＴサービス 1,162,636 124.2 802,945 244.8

情報セキュリティ 74,969 545.2 ― ―

その他 26,958 41.1 ― ―

合計 3,063,361 138.6 2,644,158 116.4

(3) 販売実績

事業区分別 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システムインテグレーション 1,911,050 89.4

ＩＴサービス 818,860 96.8

情報セキュリティ 74,969 107.1

その他 26,958 48.4

合計 2,831,838 91.0

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(％)

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 813,913 26.2 716,417 25.3

㈱ＮＴＴデータ・アイ ― ― 362,603 12.8
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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。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当企業グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。 

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、好況感を実感するのはまだ先であると、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、取引先企業からのサービス価格に対する値下げ圧力等加わり、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２四半期連結会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、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。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間における連結業績は、売上高2,831百万円と前年同四半期と

比べ278百万円（9.0％）の減収となりました。また利益面では、営業損失45百万円（前年同四半期は営

業利益186百万円）、経常損失60百万円（前年同四半期は経常利益173百万円）、四半期純損失163百万

円（前年同四半期は四半期純利益120百万円）となりました。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

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】

（1）業績の状況
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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、前連結会計年度

末に比較し、110百万円増加し、1,744百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券評価損156百万円があったもの

の、税金等調整前四半期純損失の計上216百万円、賞与引当金の減少56百万円等により、営業活動の結

果使用した資金は、145百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の解約等による収入により、投資活動

の結果得られた資金は、92百万円となりました。 

財務活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、主として長期借入金の借入があったものの、

長期借入金の返済及び、社債の償還により、財務活動の結果使用した資金は、158百万円となりまし

た。 

  

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社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。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

株式会社の支配に関する基本方針 

当社では、以下の経営方針を理解し指示する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」で

あることが望ましいと考えております。 

（経営方針） 

当社は、健全で経営の透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ適格に対応できる組織体制の確

立を重要な経営課題と考え、「公器としての企業の成長を通じ社会に貢献する企業を目指す」を経

営理念とし、下記４項目の実現を図る。 

①顧客の満足を追求する 

②社員とともに成長する 

③ビジネスパートナーとともに成長する 

④株主への責任を果たす 

  

該当事項はありません。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

（4）研究開発活動
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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、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

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 36,000,000

計 36,000,000

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13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 9,195,365 9,195,365
ジャスダック  
証券取引所

単元株式数 100株 
株主としての権利内容に制限の
ない標準となる株式

計 9,195,365 9,195,365 ― ―

(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 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

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 ― 9,195 ― 2,905,422 ― 1,949,999
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(注)  上記のほか当社所有の自己株式535,094株（5.81％）があります。 

  

(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

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(％)

東 光博 千葉県浦安市 586,200 6.36

株式会社ＵＢＩＣ 東京都港区港南２丁目12－23 450,000 4.89

柿木 龍彦 神奈川県横浜市港南区 352,700 3.83

石橋 雅敏 神奈川県横浜市中区 290,000 3.14

畑山 芳文 千葉県浦安市 269,900 2.92

フォーカスシステムズ 
社員持株会

東京都品川区東五反田２丁目７－８ 264,600 2.87

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 250,000 2.71

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 170,000 1.84

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２－１ 135,000 1.46

斉丸 千代 茨城県鹿嶋市 123,700 1.34

計 ― 2,892,100 31.45
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平成21年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が、3,100株（議決権31

個）含まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式は当社保有の自己株式94株が含まれております。 

  

平成21年９月30日現在 

 
  

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

(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)
（自己保有株式）

普通株式 535,000
―

単元株式数 100株 
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,660,100 86,601 同上

単元未満株式 普通株式     265 ― 同上

発行済株式総数 9,195,365 ― ―

総株主の議決権 ― 86,601 ―

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(％)

（自己保有株式）
株式会社 
フォーカスシステムズ

東京都品川区東五反田
２－７－８

535,000 ― 535,000 5.81

計 ― 535,000 ― 535,000 5.81

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) 450 438 408 405 385 368

低(円) 390 400 381 355 355 311

３ 【役員の状況】
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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いて作成して

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並びに当第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、あらた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 1,987,585 1,882,645 

受取手形及び売掛金 ※１ 1,635,194 ※１ 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 1,233,966 ※１ 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 ※１ 3,304,710 ※１ 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 ※１ 578,859 ※１ 569,019 

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 ※１ 781,034 ※１ 582,200 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 1,039,286 ※１ 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 1,358,706 ※１ 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 
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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 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 ※１ 686,314 ※１ 658,967 

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 ※２ 51,743 ※２ △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 ※１ 289,326 ※１ 287,790 

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 ※２ 128,706 ※２ △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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(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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

104,529 △396,957 

減価償却費 38,869 38,928 

ソフトウエア償却費 42,338 47,276 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,869 △2,713 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,000 － 

長期未払金の増減額（△は減少） △5,006 △3,183 

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,647 179,986 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 11,000 

受取利息及び受取配当金 △9,714 △4,442 

支払利息 29,039 34,193 

社債利息 11,694 6,354 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △85,714 － 

関係会社株式売却損益（△は益） 5,153 － 

持分法による投資損益（△は益） 917 7,101 

投資有価証券評価損益（△は益） － 161,159 

売上債権の増減額（△は増加） 656,785 543,257 

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,610 △118,941 

仕入債務の増減額（△は減少） △87,462 △52,384 

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,175 △42,498 

その他 17,027 △75,786 

小計 404,448 332,350 

利息及び配当金の受取額 10,597 4,613 

利息の支払額 △40,685 △40,265 

法人税等の支払額 △30,387 △16,542 

営業活動によるキャッシュ・フロー 343,973 280,156 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 2,503 75,498 

投資有価証券の取得による支出 △8,907 － 

投資有価証券の売却による収入 199,063 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

△233 － 

関連会社の清算による収入 1,962 － 

保険積立金の解約による収入 － 27,309 

保険積立金の積立による支出 △228,566 △27,955 

貸付金の回収による収入 31,744 28,005 

有形固定資産の取得による支出 △33,568 △25,061 

無形固定資産の取得による支出 △40,983 △6,750 

差入保証金の差入による支出 △13,248 － 

会員権の取得による支出 － △20,000 

投資事業組合分配収入 2,450 2,400 

その他 △493 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,278 53,446 
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（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) 

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） 3,000 198,834 

長期借入れによる収入 600,000 300,000 

社債の発行による収入 200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △486,894 △555,830 

社債の償還による支出 △358,000 △155,000 

自己株式の取得による支出 △24,826 － 

配当金の支払額 △87,434 △1,728 

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,154 △213,724 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 101,540 119,878 

現金及び現金同等物の期首残高 1,467,023 1,634,103 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,440 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,568,563 ※１ 1,744,541 
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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。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

【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．連結の範囲に関する事
項の変更

(１)連結の範囲の変更

従来、連結子会社であった㈱ビスタは、前連結会計年度中に営業活動を休止し、実質

的に休眠中であるため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しておりま

す。

２．持分法の適用に関する
事項

(１)非連結子会社

第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外した㈱ビスタは、四半期純損益及び

利益剰余金に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．会計処理基準に関する
事項の変更

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、当第２四半期連結累計期間の売上高は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。

【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)

１．一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、一次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】

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．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。
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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

受取手形及び売掛金 106,000千円

建物及び構築物 426,952千円

土地 3,287,792千円

投資有価証券 66,198千円

   計 3,886,943千円

  上記に対応する債務

短期借入金 481,778千円

長期借入金 1,505,040千円

   計 1,986,818千円

(注) 長期借入金には、１年以内返済予定額が含まれて

おります。

 

 

※１ 担保に供している資産

受取手形及び売掛金 154,000千円

建物及び構築物 451,074千円

土地 3,287,792千円

投資有価証券 64,586千円

  計 3,957,453千円

  上記に対応する債務

短期借入金 308,946千円

長期借入金 1,672,820千円

  計 1,981,766千円

(注) 長期借入金には、１年以内返済予定額が含まれて

おります。

(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 販売費及び一般管理費

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 140,359千円

給料手当 133,128千円

賞与引当金繰入額 23,547千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

求人費 36,216千円

保険料 39,479千円

租税公課 33,213千円

※２ 法人税等

   法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

   

 

※１ 販売費及び一般管理費

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 142,748千円

給料手当 132,476千円

賞与引当金繰入額 26,123千円

役員賞与引当金繰入額 11,000千円

保険料 45,864千円

租税公課 34,276千円

※２ 法人税等

   法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。
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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 販売費及び一般管理費

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 69,049千円

給料手当 49,937千円

賞与引当金繰入額 10,613千円

役員賞与引当金繰入額 5,000千円

求人費 10,817千円

保険料 15,142千円

租税公課 10,496千円

※２ 法人税等

   法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

   

 

※１ 販売費及び一般管理費

   販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次

の通りであります。

役員報酬 73,698千円

給料手当 51,048千円

賞与引当金繰入額 17,241千円

役員賞与引当金繰入額 5,500千円

保険料 15,452千円

租税公課 10,359千円

※２ 法人税等

   法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

(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 1,755,097千円

  定期預金 176,000千円

  定期積金 8,000千円

  別段預金 2,533千円

  現金及び現金同等物 1,568,563千円
 

※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 1,987,585千円

  定期預金 206,000千円

  定期積金 37,000千円

  別段預金 43千円

  現金及び現金同等物 1,744,541千円
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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)及び当第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 

   該当事項はありません。 
  
 (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 

   該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(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) 9,195,365

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 535,094
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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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占めるソフトウェアの開発・販売事業の割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、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)及び当第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)並びに前第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)及び当第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、該当事項はありません。 

  

四半期連結貸借対照表の投資有価証券の金額は、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。 

  

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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】

(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)
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１  １株当たり純資産額 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）の算定上の基礎 

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）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)

 
１株当たり純資産額 539.52円

 
１株当たり純資産額 557.55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)

 
１株当たり四半期純利益 5.72円

なお、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。

 
１株当たり四半期純損失(△) △34.76円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

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 
四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円)

50,939 △301,049

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

50,939 △301,049

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(千株) 8,906 8,660

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 13.55円

なお、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。

 
１株当たり四半期純損失(△) △18.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

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 
四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円)

120,482 △163,806

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

120,482 △163,806

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(千株) 8,894 8,660
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該当事項はありません。 

  

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は

前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

(リース取引関係)

２ 【その他】
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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14日

株式会社フォーカスシステムズ 

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」に掲げられている株

式会社フォーカスシステムズの平成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、株式会社フォーカスシステムズ及び連結子

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

あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士 岩 尾  健太郎

（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。
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平成21年11月12日

株式会社フォーカスシステムズ 

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」に掲げられている株

式会社フォーカスシステムズの平成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、株式会社フォーカスシステムズ及び連結子

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（３．会計処理基準に関する事項の変

更）に記載のとおり、会社は、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

あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士 岩 尾  健太郎

（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。
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