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 （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、消費税等は含んでおりません。  

  

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41期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第42期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第41期 

会計期間 
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日 
至平成22年６月30日 

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円）  9,153,121  8,325,946  34,933,514

経常利益（千円）  1,135,180  992,021  4,372,168

四半期（当期）純利益（千円）  648,571  535,242  3,400,808

純資産額（千円）  39,204,689  40,342,441  41,412,407

総資産額（千円）  44,728,210  44,761,828  45,834,468

１株当たり純資産額（円）  853.38  888.22  911.75

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）  14.02  11.85  74.54

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 

金額（円） 
 14.01  11.85  74.52

自己資本比率（％）  87.2  89.6  89.8

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）  3,244,065  1,559,391  3,167,254

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）  674,743  △18,071  6,272,665

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △2,407,282  △1,276,415  △2,911,631

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高(千円)  14,003,709  19,256,530  19,011,395

従業員数（人）  3,814  3,740  3,690



 当第１四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第１四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。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（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。）であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（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。）であります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 3,740   

  平成22年６月30日現在

従業員数（人） 2,927   



(1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額はシステムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものであります。 

２．金額は販売価格で表示しております。 

３．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 

当第１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．受注高及び受注残高は、システムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものでありま

す。 

２．当第１四半期連結会計期間より、受注高の集計方法を変更しております。これに伴い、受注残高も変更後の

残高となっております。 

３．受注高及び受注残高には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における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は、当該割合が10％未満のため記載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

  
 セグメントの名称 

  

当第１四半期連結会計期間   

（自 平成22年４月１日  
前年同四半期比（％） 

至 平成22年６月30日） 

システムソリューションサービス  (千円)  6,552,576  －

合計 (千円)  6,552,576  －

          

セグメントの名称 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
（％） 

システムソリューションサービス  7,272,928  －  6,682,916  －

合計  7,272,928  －  6,682,916  －

  
セグメントの名称 

  

当第１四半期連結会計期間   

（自 平成22年４月１日 
前年同四半期比（％） 

至 平成22年６月30日） 

システムソリューションサービス (千円)  7,811,962  －

  
内訳 

情報サービス (千円)  7,331,030  －

  ソフトウエアプロダクト (千円)  480,932  －

人材派遣 (千円)  418,395  －

不動産賃貸 (千円)  95,589  －

合計 (千円)  8,325,946  －



当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。  

  

  

当第１四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または締結等はありません。 

  

（１）業績の状況 

 当第１四半期におけるわが国経済は、生産活動や輸出において緩やかな回復が見られ企業収益の改善が進んでき

たものの、欧州経済の不安や円高株安などによる景気押し下げリスクがいまだ存在しており、企業のコスト削減や

設備投資の抑制は継続し、依然として厳しい状況にあります。 

 情報サービス産業では、顧客企業のIT投資については慎重な姿勢が継続しており、引き合いは多少増加するも受

注が回復するまでに至らず、経営環境は厳しい状況となりました。 

 このような状況のなか、 当社グループは、変化するシステム需要に対応しつつ、業種別に戦略的な営業活動を

推進し、受注活動に注力してまいりました。また、プロジェクトマネジメントの徹底ならびにプロセス改善活動の

推進及びコスト削減など収益性の確保に努めてまいりました。 

 しかしながら、売上高につきましては、厳しい受注動向の影響を受け減収となり、利益面につきましては、原価

低減や販管費を抑制したものの減益となりました。 

  

 その結果、当社グループの業績は以下のとおりとなりました。 

  

セグメントの業績は、以下のとおりとなりました。 

①システムソリューションサービス事業 

・情報サービス事業（ソフトウエア開発事業とコンピュータ室運営管理事業）につきましては、金融業・製造業

など企業のIT投資の抑制などの影響により、売上高は、7,331百万円（前年同期比7.7％減）となりました。 

・ソフトウエアプロダクト事業につきましては、取扱い製品の見直しに伴う影響などにより、売上高は、480百

万円（前年同期比27.0％減）となりました。 

  

②人材派遣事業につきましては、企業の雇用過剰感が続くとともに企業のコスト削減に伴い人材派遣に対するニー

ズが低調に推移した結果、売上高は、418百万円（前年同期比10.0％減）となりました。 

  

③不動産賃貸事業につきましては、自社所有物件の入居率が向上したことにより、売上高は、95百万円（前年同期

比9.6％増）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】

売上高 百万円8,325 （前年同期比 ％減） 9.0

営業利益 百万円888 （前年同期比 ％減） 17.6

経常利益 百万円992 （前年同期比 ％減） 12.6

四半期純利益 百万円535 （前年同期比 ％減） 17.5



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、 百万円

となり、前連結会計年度末比 百万円の増加となりました。 

当第１四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） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、 百万円（前年同期比51.9％減）とな

りました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減少 百万円、未払消費税等の増加 百万

円、その他の流動負債の増加 百万円等による資金の増加と、賞与引当金の減少 百万円、仕入債務の減少

百万円、法人税等の支払 百万円等による資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、 百万円（前連結会計期間は674百万円の

資金の増加）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出 百万円等による資金の減少によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、 百万円（前年同期比47.0％減）とな

りました。 

これは主に、配当金の支払 百万円等による資金の減少によるものであります。 

   

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（４）研究開発活動 

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は９百万円であり、システムソリュー

ションサービス事業に係るものであります。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。  
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(1）主要な設備の状況 

当第１四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。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 

  

第３【設備の状況】



①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）提出日現在の発行数には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

   

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  200,000,000

計  200,000,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月10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  51,172,160  51,172,160
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数  

100株   

計  51,172,160  51,172,160 － － 



 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりで

あります。 

株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

（注）１．新株予約権１個当たりの株式数は、200株であります。 

２．平成19年１月30日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。また、新株予約権１個に

つき目的となる株式数は、200株に調整されております。 

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
第１四半期会計期間末現在 

（平成22年６月30日）  

新株予約権の数（個）（注１、２）  58

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１、２）  11,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1

新株予約権の行使期間 
平成17年７月２日から 

平成37年６月29日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）  

発行価格    

資本組入額   

 

 

1

1

新株予約権の行使の条件 

(1）当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した

日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から

新株予約権を行使できる。 

(2）前記(1)にかかわらず、平成36年６月30日に至るまで新

株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合に

は、平成36年７月１日から平成37年６月29日までに限

り新株予約権を行使できる。 

(3）各新株予約権１個当たりの一部行使はできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

る。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【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22年４月１日 
～  

平成22年６月30日 
 －  51,172  －  7,205,864  －  6,892,184



  ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッドから平成22年５月17日付の大量保有報告書

の変更報告書(４)の写しの送付があり、平成22年５月12日現在で3,547千株を保有している旨の報告を受けて

おりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。  

なお、ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッドの大量保有報告書の変更報告書(４)

の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  

   

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の

株式がそれぞれ300株（議決権３個）及び80株含まれております。 

２．「単元未満株式」には当社所有の自己株式１株が含まれております。   

  

②【自己株式等】 

（注）１．上記自己保有株式には、単元未満株式１株は含まれておりません。 

２．当第１四半期末（平成22年６月30日）の自己株式は6,009,993株です。  

  

（６）【大株主の状況】

  大量保有者 ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッド  

  住所 英国、EC2M 3AE、ロンドン、ビショップスゲイト201 

  保有株券等の数 株式 3,547,500株 

  株券等保有割合 6.93% 

（７）【議決権の状況】

  平成22年３月31日現在

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  6,009,800

完全議決権株式（その他） 普通株式    45,071,800    450,718 － 

単元未満株式 普通株式      90,560 － － 

発行済株式総数  51,172,160 － － 

総株主の議決権 －  450,718 － 

  平成22年３月31日現在

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）        

株式会社日本システム

ディベロップメント 

東京都新宿区西新

宿２丁目７番１号 
 6,009,800  －  6,009,800  11.74

計 －  6,009,800  －  6,009,800  11.74



【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

  
５月 

  
６月 

高（円）  1,178  1,148  1,064

低（円）  1,052  922  967

３【役員の状況】



１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計

期間（平成21年４月１日から平成21年６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１四

半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４

月１日から平成22年６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。 

２．監査証明について 

 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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日

から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半期連結会計

期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受

けております。  

 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監査法人

となっております。  

第５【経理の状況】



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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,536,530 19,291,395

受取手形及び売掛金 5,407,848 6,280,789

商品及び製品 16,577 87,623

原材料及び貯蔵品 5,081 4,061

その他 684,601 708,861

貸倒引当金 △12,633 △15,496

流動資産合計 25,638,006 26,357,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,545,810 3,586,744

土地 5,061,875 5,069,732

その他（純額） 547,403 548,386

有形固定資産合計 ※  9,155,089 ※  9,204,863

無形固定資産   

のれん 18,051 29,063

その他 141,924 148,670

無形固定資産合計 159,976 177,734

投資その他の資産   

投資有価証券 5,868,303 6,370,701

その他 3,949,702 3,796,191

貸倒引当金 △9,250 △72,257

投資その他の資産合計 9,808,756 10,094,635

固定資産合計 19,123,822 19,477,233

資産合計 44,761,828 45,834,468

負債の部   

流動負債   

買掛金 371,825 649,782

未払法人税等 466,079 1,103,420

賞与引当金 － 516,823

役員賞与引当金 16,800 57,000

株主優待引当金 37,179 39,948

その他 2,698,032 1,173,113

流動負債合計 3,589,916 3,540,088

固定負債   

退職給付引当金 767,928 820,266

役員退職慰労引当金 － 3,444

その他 61,540 58,261

固定負債合計 829,469 881,972

負債合計 4,419,386 4,422,061



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,205,864 7,205,864

資本剰余金 6,892,184 6,892,184

利益剰余金 35,947,867 36,758,280

自己株式 △7,139,655 △7,139,457

株主資本合計 42,906,262 43,716,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △310,675 8,286

土地再評価差額金 △2,329,768 △2,410,867

為替換算調整勘定 △151,890 △137,350

評価・換算差額等合計 △2,792,334 △2,539,931

少数株主持分 228,514 235,465

純資産合計 40,342,441 41,412,407

負債純資産合計 44,761,828 45,834,468



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,153,121 8,325,946

売上原価 7,237,832 6,702,600

売上総利益 1,915,289 1,623,346

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 266,098 270,704

役員賞与引当金繰入額 16,250 15,600

役員退職慰労引当金繰入額 607 －

福利厚生費 145,136 80,037

賃借料 106,675 115,145

減価償却費 47,787 16,167

研究開発費 4,083 9,155

その他 249,757 227,702

販売費及び一般管理費合計 836,396 734,512

営業利益 1,078,893 888,833

営業外収益   

受取利息 15,264 13,932

受取配当金 29,483 53,564

受取家賃 31,092 660

有価証券受贈益 － 42,018

その他 11,560 10,195

営業外収益合計 87,400 120,371

営業外費用   

支払利息 26 17

賃貸原価 20,933 －

為替差損 － 5,220

和解金 － 9,000

その他 10,153 2,945

営業外費用合計 31,113 17,183

経常利益 1,135,180 992,021

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,323

貸倒引当金戻入益 4,614 17,862

賃貸契約解約違約金 28,770 －

その他 2,600 800

特別利益合計 35,985 19,986

特別損失   

投資有価証券売却損 － 2,547

ゴルフ会員権評価損 13,196 －

減損損失 － 7,856

その他 408 33

特別損失合計 13,604 10,438

税金等調整前四半期純利益 1,157,561 1,001,568

法人税等 505,519 461,827

少数株主損益調整前四半期純利益 － 539,741

少数株主利益 3,469 4,499

四半期純利益 648,571 535,242



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 1,157,561 1,001,568

減価償却費 128,476 70,524

のれん償却額 11,011 11,011

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,615 △65,870

賞与引当金の増減額（△は減少） △535,935 △516,823

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52,850 △40,200

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,648 △2,768

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,992 △52,337

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,392 △3,444

受取利息及び受取配当金 △44,747 △67,496

支払利息 26 17

売上債権の増減額（△は増加） 1,600,002 872,940

たな卸資産の増減額（△は増加） 214,457 70,025

その他の流動資産の増減額（△は増加） △120,297 12,699

その他投資等の増減額(△は増加) 339 63,093

仕入債務の増減額（△は減少） △383,582 △277,957

未払消費税等の増減額（△は減少） 80,859 95,203

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,204,069 1,390,209

その他 △24,464 △15,137

小計 4,239,263 2,545,261

利息及び配当金の受取額 38,386 68,483

利息の支払額 △26 △17

法人税等の還付額 5,509 1,991

法人税等の支払額 △1,039,067 △1,056,326

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,244,065 1,559,391

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 － △40,000

定期預金の払戻による収入 751,822 40,000

有形固定資産の取得による支出 △73,715 △21,982

有形固定資産の売却による収入 1,550 －

無形固定資産の取得による支出 △7,404 △3,183

敷金及び保証金の回収による収入 3,086 2,425

その他 △596 4,669

投資活動によるキャッシュ・フロー 674,743 △18,071

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,402,585 △1,264,546

自己株式の取得による支出 △1,000,094 △268

自己株式の売却による収入 62 61

その他 △4,665 △11,662

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,407,282 △1,276,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,514 △19,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,506,011 245,134

現金及び現金同等物の期首残高 12,497,698 19,011,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  14,003,709 ※  19,256,530



  

【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１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 連結の範囲の変更 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。 

３．会計処理基準に関する事項の変更 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。  

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間  
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

（四半期連結損益計算書）  

１．前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営

業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記しております。なお、前第１四

半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は 千円であります。 

２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に

より、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

3,157

【簡便な会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

税金費用の計算 一部の子会社につきましては、前連結会計年度の実際実効税率を用い

て税金費用の計算をしております。 

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。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

税金費用の計算 税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計

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て計算してお

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。 



  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平

成22年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

   

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 

（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円であ

ります。 

2,973,397 ※ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円であ

ります。 

2,914,958

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※ 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 

（平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円14,696,259

預入期間が３か月を超える定期預金 千円△692,549

現金及び現金同等物 千円14,003,709

※ 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 

（平成22年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円19,536,530

預入期間が３か月を超える定期預金 千円△280,000

現金及び現金同等物 千円19,256,530

（株主資本等関係）

普通株式 株51,172,160

普通株式 株6,009,993

  
（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22年５月７日 

取締役会 
普通株式  1,264,546  28  平成22年３月31日  平成22年６月７日 利益剰余金 



 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  事業の種類として「システムソリューションサービス事業」、「人材派遣事業」及び「不動産賃貸事業」に

区分しておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「システムソリュー

ションサービス事業」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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、各事業部門が情報サービス（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）及びソフトウエアプロダ

クトの事業を行い、トータルのシステムサービスとして事業活動していることから、システムソリューションサ

ービス事業として集約しております。また、子会社は、会社単位に１つのセグメントを構成しており、システム

ソリューションサービス事業、人材派遣事業及び不動産賃貸事業を展開しております。 

したがって、当社グループは、各会社を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「システムソリ

ューションサービス事業」、「人材派遣事業」及び「不動産賃貸事業」の３つの報告セグメントとしておりま

す。  

「システムソリューションサービス事業」は、情報サービス（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管

理）、ソフトウエア開発と絡めたトータルシステムとしてのパッケージソフト及びシステム機器販売を行ってお

ります。「人材派遣事業」は、一般事業会社に広く人材を派遣しております。「不動産賃貸事業」は、主に居住

用住宅を賃貸しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額57千円には、セグメント間取引消去97千円、全社費用△40千円が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

（セグメント情報等）

【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】

【セグメント情報】

  

報告セグメント 

調整額 
（注１）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

システムソ
リューショ
ンサービス

事業 

人材派遣事
業 

不動産賃貸
事業 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  7,811,962  418,395  95,589  8,325,946  －  8,325,946

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  80,449  5,857  86,307  △86,307  －

計  7,811,962  498,844  101,446  8,412,253  △86,307  8,325,946

セグメント利益  839,109  17,433  32,233  888,776  57  888,833



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

  

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

  

３．当第１四半期連結会計期間におけるストック・オプションの条件変更 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（金融商品関係）

（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）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）



１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

平成22年５月７日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

（注）平成22年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。  

  

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 

（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 888.22円 １株当たり純資産額 911.75円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 14.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
14.01円

１株当たり四半期純利益金額 11.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
11.85円

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  648,571  535,242

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  648,571  535,242

期中平均株式数（千株）  46,266  45,162

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  11  11

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要 

―――――― 

  

―――――― 

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】

（１）配当金の総額 千円 1,264,546

（２）１株当たりの金額 円 28

（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成22年６月７日 



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】



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年８月７日

株式会社日本システムディベロップメント 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 三浦 洋輔  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 柳沼 聖一  印 

 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日本シ

ステムディベロップメントの平成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１四半期連結会計期間（平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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、株式会社日本システムディベロップメント及び連結子会社の平成21年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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 

 （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、その原本は当社が別途保

管しております。 

    ２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年８月10日

株式会社日本システムディベロップメント 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 三浦 洋輔  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 柳沼 聖一  印 

 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日本シ

ステムディベロップメントの平成22年４月１日から平成23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（平

成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６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、株式会社日本システムディベロップメント及び連結子会社の平成22年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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 

 （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おりません。 
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