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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】

連結経営指標等

　

回次 　

第34期

第３四半期連結累計期間
　

第34期

第３四半期連結会計期間
第33期

会計期間 　

自　平成20年７月１日

至　平成21年３月31日
　

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

自平成19年７月１日

至平成20年６月30日

売上高 （千円） 　 15,134,014　 5,010,114 20,563,370

経常利益 （千円） 　 488,735　 161,046 1,279,621

四半期（当期）純利益 （千円） 　 48,449　 43,708 661,724

純資産額 （千円） 　 － 　 8,522,529 8,983,189

総資産額 （千円） 　 － 　 12,930,516 13,852,513

１株当たり純資産額 （円） 　 － 　 401.59 415.74

１株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 　 2.37　 2.17 31.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） 　 － 　 － 31.47

自己資本比率 （％） 　 － 　 62.5 61.9

営業活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） 　 121,896　 － 633,022

投資活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） 　 △494,190　 － △1,048,809

財務活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） 　 △629,955　 － 358,043

現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高

（千円） 　 － 　 4,287,931 5,296,076

従業員数 （名） 　 － 　 1,865 1,867

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第34期第３四半期連結累計期間及び第34期第３四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

益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３　平成19年７月１日付で、普通株式１株を1.1株に分割しております。

４　従業員数は、就業人員数を記載しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四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。

なお、当社グループの事業セグメントにつきましては、第１四半期連結会計期間より見直しを行い、従

来の「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等)」及び「介護サービス事

業」に加え、「半導体関連サービス事業」を追加いたしました。この「半導体関連サービス事業」は、従

来より連結子会社である株式会社日本構研システムズが行っていた半導体関連のサービスであります

が、一般のソフトウェア開発事業とは市場動向が異なることと、今後事業拡大の見込める分野であること

から、「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等)」から区分し、事業セグ

メントとしたものであります。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四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。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 1,865 　

(注) 従業員数は就業人員であり、役員及び嘱託社員は含みません。

　

(2)　提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 612 　

(注) 従業員数は就業人員であり、役員及び嘱託社員は含みません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(千円) 　

システム開発等 　 　

　システム開発 2,905,884　

　コンサルテーション及び調査研究 109,394　

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 207,412　

　インターネット・サービス 17,924　

　その他 546,310　

システム開発等計 3,786,926　

半導体関連サービス事業 72,059　

半導体関連サービス事業計 72,059　

合計 3,858,985　

(注) １　当社グループの受注生産事業であるシステム開発等及び半導体関連サービス事業について記載しております。

２　上記金額は、製造原価によっております。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注状況は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　受注高(千円) 　 　受注残高(千円) 　

システム開発等 　 　 　 　

　システム開発 2,627,973　 1,997,821　

　コンサルテーション及び調査研究 165,268　 152,252　

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 399,887　 164,060　

　インターネット・サービス 6,147　 14,934　

　その他 447,753　 586,504　

システム開発等計 3,647,030　 2,915,573　

半導体関連サービス事業 11,215　 50,519　

半導体関連サービス事業計 11,215　 50,519　

合計 3,658,246　 2,966,093　

(注) １　当社グループの受注生産事業であるシステム開発等及び半導体関連サービス事業について記載しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績は以下のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(千円) 　

システム開発等 　 　

　システム開発 3,615,281　

　コンサルテーション及び調査研究 159,934　

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 394,823　

　インターネット・サービス 19,166　

　その他 619,671　

システム開発等計 4,808,877　

介護サービス事業 102,698　

介護サービス事業計 102,698　

半導体関連サービス事業 98,538　

半導体関連サービス事業計 98,538　

合計 5,010,114　

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は次のとおりであります。

（連結子会社の合併）

当社は、平成21年３月23日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ＣＩＪソリューション

ズと株式会社システムウェーブとの合併、株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの合

併を決議し、同日付で合併契約を締結しました。

１　合併の目的

当社グループの経営効率の向上、意思決定の迅速化、グループ経営資源の集中的な有効活用等を目的

としたグループ組織再編の一環として、連結子会社である株式会社ＣＩＪソリューションズと株式会

社システムウェーブとの合併、及び株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの合併を

行うものであります。

株式会社ＣＩＪソリューションズは金融系、通信ネットワーク等のシステム開発、オフショア開発等

を得意分野としております。一方、株式会社システムウェーブは福祉・介護関連パッケージ製品の開発

・販売等を事業としております。本合併においては、事業統合によるシステム開発事業の効率化及び福

祉・介護関連パッケージ事業の経営強化を図ります。

株式会社シー・エックスはソフトウェアの受託開発、IT関連の人材派遣等を事業としております。一

方、株式会社ソフィアスタッフはIT関連の人材派遣等を事業としております。本合併においては、人材

派遣事業統合による効率化及び規模拡大によるマーケット対応力の強化を図ります。

２　株式会社ＣＩＪソリューションズと株式会社システムウェーブとの合併

(1) 合併の要旨

①合併の日程

合併契約承認取締役会　　平成21年３月23日

合併契約締結　　　　　　平成21年３月23日

合併契約承認株主総会　　平成21年６月15日（予定）

合併期日（効力発生日）　平成21年７月１日（予定）
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②合併方式

株式会社ＣＩＪソリューションズを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社システム

ウェーブは解散いたします。

③合併比率

会社名 株式会社ＣＩＪソリューションズ 株式会社システムウェーブ

合併比率 １ 0.00043

(注)１ 株式の割当比率

株式会社システムウェーブの普通株式１株に対して、株式会社ＣＩＪソリューションズの普通株式

0.00043株を割当交付いたします。

２ 割当比率の算定根拠

株式会社ＣＩＪソリューションズ及び株式会社システムウェーブは、第三者機関である文野公認会

計士・税理士事務所に株価算定を依頼し、その算定結果を参考に、両社間において協議した結果、上

記のとおり合意いたしました。

３ 第三者機関による算定結果及び算定方法

文野公認会計士・税理士事務所は、修正簿価純資産方式による分析を実施し、その結果を総合的に

勘案して、株価を算定いたしました。

４ 合併により発行する新株式数

株式会社ＣＩＪソリューションズ普通株式　422株

④合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

⑤消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社システムウェーブは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

⑥会計処理の概要

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。

(2) 合併当事会社の概要（平成21年３月31日現在）

商号 株式会社ＣＩＪソリューションズ 株式会社システムウェーブ

事業内容 金融系、通信ネットワーク等のシステ

ム開発、オフショア開発等

福祉・介護関連パッケージ製品の開

発・販売等

設立年月日 昭和57年11月22日 昭和49年12月３日

本店所在地 東京都品川区西五反田一丁目23番７

号

東京都台東区上野五丁目１番１号

代表者 代表取締役社長　　松岡　正治 代表取締役社長　　齋藤　博之

資本金の額 45百万円 490百万円

発行済株式総数 810株 980,000株

総資産 419百万円(平成20年６月30日現在)750百万円(平成20年６月30日現在)

事業年度の末日 ６月30日 ６月30日

大株主及び持株比率 当社　100％ 当社　99.98％

当事会社間の関係 資本関係　 該当事項はありません 　

　 人的関係 該当事項はありません 　

　 取引関係 該当事項はありません 　
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(3) 合併後の状況

商号 株式会社ＣＩＪソリューションズ

事業内容 金融系、通信ネットワーク等のシステム開発、オフショア開発、福祉・介護

関連パッケージ製品の開発・販売等

本店所在地 東京都品川区西五反田一丁目23番７号

代表者 代表取締役社長　　松岡　正治

資本金の額 535百万円

事業年度の末日 ６月30日

大株主及び持株比率 当社　100％

(注)１ 完全子会社同士の合併ではないため、合併後の資本金の額は両社の資本金の合計金額となりま

す。

２ 株式会社システムウェーブの少数株主に割当交付する株式は1株に満たないため、現金20,084円

を支払うことで、合併後の当社の持株比率は100％になります。

３ 株式会社システムウェーブの子会社である株式会社ＣＩＪウェーブは、合併後に株式会社ＣＩ

Ｊソリューションズの子会社になります。

３　株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフとの合併

(1) 合併の要旨

①合併の日程

合併契約承認取締役会　　平成21年３月23日

合併契約締結　　　　　　平成21年３月23日

合併契約承認株主総会　　平成21年６月15日（予定）

合併期日（効力発生日）　平成21年７月１日（予定）

②合併方式

株式会社シー・エックスを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ソフィアスタッフは解

散いたします。

③合併比率

株式会社シー・エックスと株式会社ソフィアスタッフの合併につきましては、完全子会社同士

の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。また、本合併による新株式の発行及び金銭

等の交付は行いません。

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社ソフィアスタッフは新株引受権を発行しております。本合併効力発生日において、株式

会社ＣＩＪソフィア（存続会社である株式会社シー・エックスの新商号）は当該新株引受権1個

につき、株式会社ＣＩＪソフィアの新株予約権418個の割合をもって割当交付し、当該新株引受権

は消滅する予定です。

⑤会計処理の概要

企業結合会計上の共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。
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(2) 合併当事会社の概要（平成21年３月31日現在）

商号 株式会社シー・エックス 株式会社ソフィアスタッフ

事業内容 ソフトウェアの受託開発、IT関連の人

材派遣等

IT関連の人材派遣等

設立年月日 昭和48年５月16日 平成８年５月１日

本店所在地 東京都千代田区岩本町三丁目10番４

号

神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番

24号

代表者 代表取締役社長　　工藤　潤一 代表取締役社長　　小川　貢

資本金の額 100百万円 480百万円

発行済株式総数 1,550,000株 9,600株

総資産 396百万円(平成20年６月30日現在)704百万円(平成20年６月30日現在)

事業年度の末日 ６月30日 ６月30日

大株主及び持株比率 当社　100％ 当社　100％

当事会社間の関係 資本関係 該当事項はありません 　

　 人的関係 該当事項はありません 　

　 取引関係 該当事項はありません 　

(3) 合併後の状況

商号 株式会社ＣＩＪソフィア

事業内容 ソフトウェアの受託開発、 IT関連の人材派遣等

本店所在地 東京都千代田区岩本町三丁目10番４号

代表者 代表取締役社長　　工藤　潤一

資本金の額 100百万円

事業年度の末日 ６月30日

大株主及び持株比率 当社　100％

(注) 株式会社シー・エックスは合併期日の平成21年７月１日をもって、株式会社ＣＩＪソフィアに商

号変更する予定であります。また、本合併による資本金の増加はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

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社グループ（当社及び当社の関係会

社）が判断したものであります。

　

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間においては、米国におけるサブプライムローン問題に端を発する欧米の金

融危機の影響が国際経済全体に波及し、世界の景気が後退へと向かう中、外需に高く依存していたわが国

経済においては、輸出・生産・企業収益・設備投資は減少、雇用情勢は悪化し、国内の景気は急速に悪化

の一途をたどり、厳しい状況になっております。

当社グループの事業環境につきましては、景気の急速な悪化の影響を受け、開発案件の減少・延期・規

模縮小等が顕著になっており、更に今後の景気の動向が企業の情報化関連投資に強い下押しの影響を与

えることが懸念されます。また、依然として技術の高度化、システムの複雑化、短納期化に伴う品質確保の

ためのコストは収益を圧迫し、更には、プロジェクトマネージャーを始めとした高度情報処理技術者の人

材不足は重要な問題であり、事業環境は厳しさを増しております。

このような厳しい環境のなか、当社グループは、案件確保・売上確保のための営業活動の強化策とし

て、経営幹部による営業活動、グループ連携による営業提案等の強化を推進しております。また、経営効率

・事業効率を高めるためのグループ連携の強化、グループ経営資源の集中的な有効活用を目的としたグ

ループ組織再編（子会社間合併・子会社の解散）、採算性回復のための不採算事業の見直し、不採算案件

撲滅のためのプロジェクト管理の見直しと強化等を推進するとともに、原価低減及び経費削減の施策を
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実施しております。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は50億10百万円となりました。また、利益につきま

しては、営業利益が１億78百万円、経常利益が１億61百万円、四半期純利益が43百万円となりました。

　

事業セグメント別では、「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）」

の売上高は48億８百万円、営業利益は１億75百万円となりました。また、「介護サービス事業」の売上高

は１億２百万円、営業損失は11百万円、「半導体関連サービス事業」の売上高は98百万円、営業利益は14

百万円となりました。なお、第１四半期連結会計期間より、連結子会社である株式会社日本構研システム

ズが行っていた半導体関連のサービスを「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システ

ム開発等)」から区分し、半導体関連サービス事業セグメントを設けております。

　

当第３四半期連結会計期間における業績の推移に関しましては、平成２１年１月２２日に１度目の業

績予想の下方修正を公表いたしましたが、その後の更なる事業環境の悪化により、平成２１年４月２３日

に２度目の業績予想の下方修正を公表いたしました。

売上高につきましては、急速に進行した景気悪化の影響を受け、組込ソフトウェア、金融関連、公共関連

等の開発案件の予想以上の減少、予定していた案件の延期及び規模縮小、社会福祉業務関連パッケージソ

フトウェアの販売不振等のために減収となりました。営業利益及び経常利益につきましては、売上不振に

起因するものに加え、一部子会社の赤字、開発案件減少に伴う不稼動人員増加等のために減益となりまし

た。また、四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損による特別損失（36百万円）が更に引き下

げる要因となりました。

　

「システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等)」の売上品目別、「介護サー

ビス事業」及び「半導体関連サービス事業」の業績概況は、以下のとおりであります。

　

＜システム開発及びシステム開発に関連するサービス（システム開発等）＞

①システム開発

当社グループの主力事業であります本売上品目に関しましては、当社単体においては組込ソフト

ウェア、金融関連、公共関連等の開発案件の受注が振るいませんでした。連結子会社に関しましては、前

連結会計年度下期より連結対象となった株式会社日本アドバンストシステムの業績寄与があったもの

の、株式会社日本構研システムズにおける大型案件の延期及び規模縮小等により伸び悩みました。

なお、第１四半期連結会計期間より、連結子会社である株式会社日本構研システムズにおける従前の

情報業向け人材派遣案件の一部を契約変更し、「その他」から本売上品目に移しております。

この結果、本売上品目の売上高は36億15百万円となりました。

②コンサルテーション及び調査研究

本売上品目に関しましては、当社単体においては認証サーバの検証コンサルティングの案件等、連結

子会社に関しましては、株式会社ＣＩＪマネージの運用設計業務に関するコンサルティングの案件等

の受注が概ね安定的に推移いたしました。

この結果、本売上品目の売上高は１億59百万円となりました。

③システム／パッケージ・インテグレーション・サービス

本売上品目に関しましては、連結子会社である株式会社システムウェーブの社会福祉業務関連の

パッケージソフトウェアの受注が低調のまま推移いたしました。

この結果、本売上品目の売上高は３億94百万円となりました。
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④インターネット・サービス

本売上品目に関しましては、ホームページ作成の案件等の受注が順調に推移いたしました。

この結果、本売上品目の売上高は19百万円となりました。

⑤その他

本売上品目に関しましては、当社単体においては社内LAN管理の案件等の受注が順調に推移いたしま

した。連結子会社に関しましては、株式会社日本構研システムズ等における情報業向け人材派遣業務が

振るいませんでした。

なお、第１四半期連結会計期間より、株式会社日本構研システムズにおける従前の情報業向け人材派

遣案件の一部を契約変更し、本売上品目から「システム開発」に移しております。

この結果、本売上品目の売上高は６億19百万円となりました。

　

＜介護サービス事業＞

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社ＣＩＪウェーブであります。当第３四半期連結

会計期間においては、有料老人ホーム「愛夢フェニックス」、「愛夢なの花」、「愛夢オレンジ」、「愛

夢しまんと」、「愛夢潮風」、グループホーム「愛夢潮風」、訪問介護事業所「しらうめ」、「ヘルパー

ステーション愛夢みませ」、居宅支援事業所「しらうめ」により介護サービス事業を推進いたしまし

た。

この結果、本事業の売上高は１億２百万円となりました。

　

＜半導体関連サービス事業＞

本事業を行っているのは連結子会社である株式会社日本構研システムズであります。本事業につき

ましては、半導体設計支援サービス、LSIチップ向けの入出力ドライバの開発及び当該チップを搭載し

た車載機器等の制御プログラムの開発・検査を主体としております。本事業は、主に半導体製造メーカ

及びLSIチップを搭載した機器を提供している企業に対するサービスであり、第１四半期連結会計期間

より事業セグメントとしたものであります。

当第３四半期連結会計期間の半導体関連サービス事業を取巻く環境は、予想を上回る急激な半導体

価格の下落及び景気低迷の長期化に伴う市場全体の収縮の影響を大きく受けております。

この結果、本事業の売上高は98百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億30百万円減少し、89億62百万円となりました。主な要因は、

現金及び預金が６億８百万円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億91百万円減少し、39億68百万円となりました。主な要因は、

のれんが１億75百万円減少したことによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ９億21百万円減少し、129億30百万円となりました。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億35百万円減少し、35億92百万円となりました。主な要因は、

短期借入金が２億32百万円減少したこと及び未払法人税等が２億52百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、８億15百万円となりました。主な要因は、長期

借入金が58百万円増加したことによります。
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この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億61百万円減少し、44億７百万円となりました。

　

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ４億60百万円減少し、85億22百万円となりました。主な要因は、剰

余金の配当の支払い等により利益剰余金が２億47百万円減少したこと及び自己株式の取得により自己

株式が１億93百万円増加したことによります。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ５億

29百万円減少し、42億87百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億91百万円、売上債権の増加額

４億23百万円、未払金の減少額１億５百万円、法人税等の支払額２億86百万円等により１億18百万円の

支出となりました。

　

（投資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・フローは、定期預金の預入による支出３億円、定期預金の払戻による収

入２億円、有形固定資産の売却による収入84百万円等により１百万円の収入となりました。

　

（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・フローは、短期借入金の減少額５億２百万円、長期借入による収入１億

73百万円等により４億23百万円の支出となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

（対処すべき課題）

当第３四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）が対処すべき課題

について、重要な変更及び新たに発生した重要な課題はありません。

　

（会社の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）

当社におきましては、経営権の異動の決定権は株主にあるという基本的な考え方のもと、企業価値及

び株主共同の利益を向上させることこそが、最も合理的な敵対的買収防衛策につながるものと認識し

ており、現時点においては特別な防衛策は導入しておりません。今後も企業価値及び株主共同の利益の

向上に注力してまいる所存ですが、同時に、株主から負託された当然の責務として、企業価値及び株主

共同の利益に資さない買収者が現れることを想定し、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、かつ

社会情勢等の変化に十分注意しながら、継続的に敵対的買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてま

いります。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は15,977千円であります。
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なお、当第３四半期連結会計期間におきましては、連結子会社であるケン・システムコンサルティング

株式会社の製品企画開発部において、上流設計支援ツール新規機能追加等の研究開発を行いました。ま

た、連結子会社である株式会社日本構研システムズの情報管理室において、これまでの研究開発内容を踏

まえ、操作性の高いユーザインタフェースを備えた情報処理システム会社向けの低コストERP

（Enterprise Resource Planning）システムのプロトタイプ開発に着手しました。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四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３四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。
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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 52,800,000

計 52,800,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年５月15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 22,555,080 22,555,080
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株
であります。

計 22,555,080 22,555,080－ －

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年５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。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権
　

平成13年９月27日定時株主総会決議

　
第３四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 1,063,700株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 406円

新株予約権の行使期間 平成15年９月27日～平成23年９月26日

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

発行価格　　　　　　　406円

資本組入額　　　　　　203円

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株引受権の譲渡、買入その他一切の処分は認めない。

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 ―

(注) １　「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行予定数から既に失効及び

権利行使した新株引受権の対象となる株式数を控除した数を記載しております。

２　権利付与日以降、時価を下回る価額による新株の発行が行われる場合（転換社債の転換・新株引受権証券及び

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く。）は、以下の算式により発行価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数
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また、権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合は、以下の算式により発行価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、発行価額について当社は必要

と認める調整を行う。

３（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成15年９月27日から平成16年９月26日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成16年９月27日から平成17年９月26日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成17年９月27日から平成18年９月26日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成18年９月27日から平成23年９月26日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

但し、上記いずれの場合においても権利行使に係わる権利行使価額の年間の合計は1,000万円を超えない

ものとする。

　（2）新株引受権を付与された者は、新株引受権行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要す

る。但し、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使すること

ができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時から１

年以内に請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　

②　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権
　

平成15年９月19日定時株主総会決議

　
第３四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数(注)１ 10,256個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 1,025,630株

新株予約権の行使時の払込金額(注)２ 439円

新株予約権の行使期間 平成17年９月19日～平成25年９月18日

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

発行価格　　　　　　　439円

資本組入額　　　　　　220円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

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 ―

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行

予定数から既に失効及び権利行使した新株予約権数及び新株予約権の対象となる株式数を控除した数を記載

しております。

２　新株予約権発行後、時価を下回る価額による新株の発行が行われる場合（新株予約権の行使による新株を発行

する場合を除く。）は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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また、新株予約権発行後、会社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、会社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、行使価額について会社は必要

と認める調整を行う。

３（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成17年９月19日から平成18年９月18日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成18年９月19日から平成19年９月18日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成19年９月19日から平成20年９月18日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成20年９月19日から平成25年９月18日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

ただし、上記いずれの場合においても権利行使に係わる権利行使価額の年間の合計は1,200万円を超えな

いものとする。

　（2）新株予約権を付与された者は、新株予約権行使時においても、当社の取締役、常勤監査役または従業員であるこ

とを要する。ただし、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使

することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時

から１年以内に請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　

平成17年９月20日定時株主総会特別決議

　
第３四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数(注)１ 8,772個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(注)１，２ 877,270株

新株予約権の行使時の払込金額(注)３ 538円

新株予約権の行使期間 平成19年９月20日～平成27年９月19日

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

発行価格　　　　　　　538円

資本組入額　　　　　　269円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

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 ―

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、株主総会の特別決議における新株発行

予定数から既に失効及び権利行使した新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式数を控除した数を記載

しております。

２　新株予約権の目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、新株予約権１個につき普通株式100株と

する。なお、発行日以降、当社が当社普通株式について株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数は次の

算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で対象者が新株予約権を行使していない付

与株式数についてのみ行われ、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、当該時点で未行使の付与株式

数について当社は必要と認める調整を行う。
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３　新株予約権発行日後、当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合（新株予約権の行使による新株を

発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、発行日後、当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

なお、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、行使価額について当社は必要

と認める調整を行う。

４（1）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能と

なる。

なお、行使可能な株数が１単元の株式数の整数倍でない場合は、１単元の株式数の整数倍に切り上げた数

とする。

①　平成19年９月20日から平成20年９月19日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができる。

②　平成20年９月20日から平成21年９月19日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

行使することができる。

③　平成21年９月20日から平成22年９月19日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができる。

④　平成22年９月20日から平成27年９月19日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができる。

但し、上記いずれの場合においても権利行使に係る権利行使価額の年間の合計は1,200万円を超えないも

のとする。

　（2）対象者として新株予約権を付与された者は、新株予約権行使時においても、当社及び当社子会社の常勤取締

役、常勤監査役、執行役員及び従業員であることを要する。

但し、任期満了等により退任または定年等により退職する場合に限り、付与された権利を行使することが

できる。

また、権利を付与された者が死亡した場合は、権利者の正当な相続人から権利者の死亡時から１年以内に

請求があった場合には当該相続人への相続を認める。

　（3）この他、権利行使の条件は、平成17年９月20日開催の定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する権利付与契約によるものとする。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(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３月31日 ― 22,555,080 ― 2,270,228 ― 2,277,617

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末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ず、記載する

ことができませんので、平成20年12月31日の株主名簿により記載しております。

①　【発行済株式】

平成20年12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 2,431,400

完全議決権株式（その他） 　普通株式 19,938,600199,386 －

単元未満株式 　普通株式 185,080 － －

発行済株式総数 　 22,555,080 － －

総株主の議決権 　 － 199,386 －

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が72株含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成20年12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ＣＩＪ 神奈川県横浜市
西区平沼１－２
－24

2,431,400 － 2,431,400 10.78

計 － 2,431,400 － 2,431,400 10.78

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年

７月

 

８月

 

９月

 

10月

 

11月

 

12月

平成21年

１月

 

２月

 

３月

最高(円) 420 418 401 368 379 431 415 318 331

最低(円) 377 367 344 286 330 363 287 289 302

(注)　東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
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３ 【役員の状況】

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の役員の異動は、次のとおりであ

ります。

(1)　新任役員

該当事項はありません。

　

(2)　退任役員

該当事項はありません。

　

(3)　役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

上席執行役員管理部

門統括兼ADM本部長

兼J-SOX推進室長

取締役

上席執行役員管理部

門統括兼ADM本部長

兼ADM本部総務人事

部長兼ADM本部産業

保 健 推 進 室 長 兼

J-SOX推進室長

工　藤　潤　一 平成21年４月１日
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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

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、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表の用語、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20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１

項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

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、当第３四半期連結会計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31

日まで）の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,236,082 5,844,165

受取手形及び売掛金 3,038,967 2,910,845

有価証券 30,027 99,567

商品及び製品 9,541 6,998

仕掛品 237,206 278,415

その他 416,154 459,074

貸倒引当金 △5,965 △6,807

流動資産合計 8,962,014 9,592,259

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 1,411,454

※１
 885,459

土地 544,529 579,579

建設仮勘定 － 431,662

その他（純額） ※１
 103,068

※１
 82,641

有形固定資産合計 2,059,052 1,979,343

無形固定資産

のれん 512,099 687,310

その他 92,835 90,467

無形固定資産合計 604,935 777,777

投資その他の資産

その他 1,330,886 1,503,132

貸倒引当金 △26,371 －

投資その他の資産合計 1,304,514 1,503,132

固定資産合計 3,968,502 4,260,253

資産合計 12,930,516 13,852,513

負債の部

流動負債

買掛金 398,633 529,162

短期借入金 1,376,660 1,608,932

未払法人税等 58,545 310,832

賞与引当金 869,970 472,939

その他 889,066 1,206,061

流動負債合計 3,592,876 4,127,927

固定負債

長期借入金 475,617 417,240

長期未払金 132,895 140,575

退職給付引当金 189,637 183,581

その他 16,960 －

固定負債合計 815,111 741,396

負債合計 4,407,987 4,869,323
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,270,228 2,270,228

資本剰余金 2,494,038 2,494,056

利益剰余金 4,442,204 4,690,172

自己株式 △1,050,420 △856,896

株主資本合計 8,156,050 8,597,561

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △64,424 △24,185

為替換算調整勘定 △10,315 938

評価・換算差額等合計 △74,739 △23,246

少数株主持分 441,218 408,874

純資産合計 8,522,529 8,983,189

負債純資産合計 12,930,516 13,852,513
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 15,134,014

売上原価 12,229,603

売上総利益 2,904,411

販売費及び一般管理費

役員報酬 340,310

給料及び手当 640,845

賞与引当金繰入額 85,617

福利厚生費 132,180

賃借料 197,526

減価償却費 50,932

支払手数料 98,503

募集費 81,810

のれん償却額 204,128

その他 537,568

販売費及び一般管理費合計 2,369,423

営業利益 534,987

営業外収益

受取利息 13,432

受取配当金 3,073

受取家賃 3,454

その他 17,818

営業外収益合計 37,779

営業外費用

支払利息 23,471

複合金融商品評価損 50,245

持分法による投資損失 3,721

その他 6,593

営業外費用合計 84,031

経常利益 488,735

特別利益

固定資産売却益 ※１
 43,829

投資有価証券売却益 2,809

投資収益 ※２
 28,093

補助金収入 11,170

特別利益合計 85,902

特別損失

投資有価証券評価損 148,713

その他 1,197

特別損失合計 149,910

税金等調整前四半期純利益 424,727

法人税等 367,834

少数株主利益 8,443

四半期純利益 48,449
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 5,010,114

売上原価 4,080,746

売上総利益 929,368

販売費及び一般管理費

役員報酬 113,035

給料及び手当 195,478

賞与引当金繰入額 42,524

福利厚生費 40,875

賃借料 65,857

減価償却費 16,859

支払手数料 30,501

募集費 26,118

のれん償却額 64,407

その他 155,561

販売費及び一般管理費合計 751,218

営業利益 178,150

営業外収益

受取利息 3,192

受取配当金 116

受取家賃 810

持分法による投資利益 1,003

その他 2,943

営業外収益合計 8,067

営業外費用

支払利息 9,544

複合金融商品評価損 8,690

その他 6,935

営業外費用合計 25,170

経常利益 161,046

特別利益

固定資産売却益 ※１
 43,829

投資有価証券売却益 2,809

投資有価証券評価損戻入益 7,105

投資収益 ※２
 14,418

特別利益合計 68,163

特別損失

投資有価証券評価損 36,625

その他 1,170

特別損失合計 37,795

税金等調整前四半期純利益 191,414

法人税等 141,780

少数株主利益 5,925

四半期純利益 43,708
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年３月31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 424,727

減価償却費 106,136

のれん償却額 204,128

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,023

受取利息及び受取配当金 △16,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,056

賞与引当金の増減額（△は減少） 397,238

支払利息 23,471

持分法による投資損益（△は益） 3,721

投資事業組合運用損益（△は益） 2,756

売上債権の増減額（△は増加） △174,228

仕入債務の増減額（△は減少） △129,033

未払金の増減額（△は減少） △219,337

その他 33,570

小計 687,725

利息及び配当金の受取額 15,603

利息の支払額 △24,335

法人税等の支払額 △557,096

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,896

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 △850,150

定期預金の払戻による収入 450,089

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △190,733

有形固定資産の売却による収入 84,752

投資有価証券の取得による支出 △102,947

投資有価証券の売却による収入 2,922

子会社株式の取得による支出 △30,246

その他 42,122

投資活動によるキャッシュ・フロー △494,190

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） △226,710

長期借入れによる収入 275,198

長期借入金の返済による支出 △222,307

自己株式の取得による支出 △195,026

配当金の支払額 △285,742

少数株主からの払込みによる収入 32,000

少数株主への配当金の支払額 △5,236

その他 △2,131

財務活動によるキャッシュ・フロー △629,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,008,144

現金及び現金同等物の期首残高 5,296,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,287,931
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

　

【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３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

１　持分法の適用に関
する事項の変更

(1) 持分法適用関連会社の変更

　当第３四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社である株式会社ファイン
ドシステムの当社保有全株式を譲渡したため、持分法の適用範囲から除外しておりま
す。

 

　 (2) 変更後の持分法適用関連会社の数

２社

 

２　会計処理基準に関
する事項の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企
業会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、たな卸資産の評価基準に
ついては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更してお
ります。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

 

　 (2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業
会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期
間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

　 (3) リース取引に関する会計基準の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改
正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業
会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転
外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　 　

　

【簡便な会計処理】

　

　

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

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場合に、前連結会計年度にお
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り算定して
おります。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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。

　 　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 626,182千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 579,236千円

　

　２　偶発債務

　　信託方式による売上債権の期日前資金化による遡
及義務

　 8,019千円

　２　偶発債務

　　信託方式による売上債権の期日前資金化による遡
及義務

　 14,101千円

　 　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

※１　固定資産売却益の内訳

　建物 6,223千円

　土地 37,606千円

　計 43,829千円

 

※２　連結子会社のレバレッジドリースに係る投資収益であります。

　

　

第３四半期連結会計期間

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

※１　固定資産売却益の内訳

　建物 6,223千円

　土地 37,606千円

　計 43,829千円

 

※２　連結子会社のレバレッジドリースに係る投資収益であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31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

　現金及び預金勘定 5,236,082千円

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △948,150千円

　現金及び現金同等物 4,287,931千円

　

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　

至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式 22,555,080株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期

連結会計期間末

　普通株式 2,431,612株

　

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

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20年９月18日
定時株主総会

普通株式 288,73614.00平成20年６月30日平成20年９月19日利益剰余金

　

(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。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるシステム開発等の割合が、いずれも90％を超える

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。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

　「介護サービス事業」の営業損益の絶対値は営業損益基準の10％を超えておりますが、一時的であるため、

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。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31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。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年６月30日)

　

１株当たり純資産額 401円59銭

　

　

１株当たり純資産額 415円74銭

　

　 　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成21年３月31日)

前連結会計年度末

(平成20年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 8,522,529 8,983,189

普通株式に係る純資産額（千円） 8,081,310 8,574,314

差額の内訳 　 　

　少数株主持分（千円） 441,218 408,874

普通株式の期末発行済株式数（株） 22,555,080 22,555,080

普通株式の自己株式数（株） 2,431,612 1,931,037

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

20,123,468 20,624,043

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

 

１株当たり四半期純利益 2円37銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載
しておりません。

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　 　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年７月１日

　至　平成21年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 　 48,449

普通株式に係る四半期純利益（千円） 　 48,449

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） 　 20,418,819
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第３四半期連結会計期間

　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

 

１株当たり四半期純利益 2円17銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載
しておりません。

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　 　

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 　 43,708

普通株式に係る四半期純利益（千円） 　 43,708

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） 　 20,123,528

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月15日

株式会社ＣＩＪ

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　　髙　山　　　　勉　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　内　田　　好　久　　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ＣＩＪの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成

21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成21年３月

31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ＣＩＪ及び連結子会社の平成21年３

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四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

　
 
(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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