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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35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35期

第３四半期

連結会計期間

第34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７月１日

至　平成22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22年１月１日

至　平成22年３月31日

自　平成20年７月１日

至　平成21年６月30日

売上高 （千円） 15,134,01412,945,0615,010,1144,931,57519,362,060

経常利益 （千円） 488,735475,792161,046372,060448,021

四半期（当期）純利益 （千円） 48,449 224,996 43,708 218,537 20,485

純資産額 （千円） － － 8,522,5298,472,9828,491,572

総資産額 （千円） － － 12,930,51612,679,90712,832,076

１株当たり純資産額 （円） － － 401.59 405.12 400.21

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 2.37 11.32 2.17 11.14 1.01

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 62.5 62.7 62.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 121,896△286,306 － － 436,156

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △494,190223,139 － － △643,664

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △629,955△526,244 － － △421,872

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） － － 4,287,9314,066,4594,658,890

従業員数 （名） － － 1,865 1,865 1,962

(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）純利益金額については、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。

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。

　

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22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、嘱託社員は含みません。

　

(2)　提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(名) 627　

(注) 従業員数は就業人員であり、役員、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) 前年同期比(％)

システム開発等 　 　

　システム開発 2,607,472 △10.3

　コンサルテーション及び調査研究 100,061 △8.5

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 163,665 △21.1

　インターネット・サービス 9,063 △49.4

　その他 563,984 3.2

システム開発等計 3,444,246 △9.0

半導体関連サービス事業 67,132 △6.8

半導体関連サービス事業計 67,132 △6.8

合計 3,511,378 △9.0

(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)
前年同期比
(％)

受注残高(千円)
前年同期比
(％)

システム開発等 　 　 　 　

　システム開発 2,400,970△8.6 1,883,562△5.7

　コンサルテーション及び調査研究 95,810△42.0 84,449△44.5

　システム／パッケージ・インテグレーション・
サービス

212,061△47.0 117,836△28.2

　インターネット・サービス － △100.0 － △100.0

　その他 460,200 2.8 451,236△23.1

システム開発等計 3,169,043△13.1 2,537,084△13.0

半導体関連サービス事業 54,553 386.4 37,914△25.0

半導体関連サービス事業計 54,553 386.4 37,914△25.0

合計 3,223,596△11.9 2,574,998△13.2

(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) 前年同期比(％)

システム開発等 　 　

　システム開発 3,667,692 1.4

　コンサルテーション及び調査研究 129,236 △19.2

　システム／パッケージ・インテグレーション・サービス 263,302 △33.3

　インターネット・サービス 248 △98.7

　その他 683,482 10.3

システム開発等計 4,743,961 △1.3

介護サービス事業 123,338 20.1

介護サービス事業計 123,338 20.1

半導体関連サービス事業 64,275 △34.8

半導体関連サービス事業計 64,275 △34.8

合計 4,931,575 △1.6

(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　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以下のとおりであります。

相手先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

373,687 7.5 609,160 12.4

株式会社日立製作所 494,562 9.9 587,120 11.9

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当社は平成22年３月23日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である株式会社日本アドバ

ンストシステムとの間で、平成22年３月23日に株式交換契約を締結いたしました。

　

株式交換の概要は、以下のとおりであります。

(1) 株式交換の目的及び内容

株式会社日本アドバンストシステムとの資本関係を強固なものにすることで、当社グループの連結

経営の強化及び意思決定の迅速化を図ることを目的としております。

本株式交換は、当社を完全親会社とし、株式会社日本アドバンストシステムを完全子会社とするもの

であります。

　

(2) 株式交換の日（効力発生日）

平成22年５月10日

　

(3) 株式交換の方法

当社は、効力発生日において株式会社日本アドバンストシステムの株式を保有する当社以外の株主

に対して当社が保有する自己株式を交付しました。なお、会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株

式交換の手続きにより、当社の株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行いました。

　

(4) 株式交換比率

会社名 当社

（完全親会社）

株式会社日本アドバンストシステム

（完全子会社）

株式交換比率 １ 11.24

（注）１  株式の割当比率

株式会社日本アドバンストシステムの普通株式１株に対して、当社の普通株式11.24株を割当て交

付いたしました。ただし、当社が保有する株式会社日本アドバンストシステムの普通株式59,650株に

ついては、株式交換による株式の割当ては行っておりません。

なお、株式会社日本アドバンストシステムが保有する自己株式14,800株については、平成22年３月

23日付けにて消却いたしました。

２  株式交換により発行する新株式数等

普通株式０株

　

(5) 株式交換比率の算定根拠

当社は文野公認会計士・税理士事務所に株式評価の算定を依頼し、その株式評価には、市場株価平均

法を採用しております。同事務所は、上場企業にとって公平な評価を受ける市場での株価を基に算定す

ることが、最も有力な根拠になりうると判断いたしました。算定結果の株価は296.35円であり、平成21

年12月４日から平成22年３月３日までの３ヶ月の平均株価、平成21年９月４日から平成22年３月３日

までの６ヶ月の平均株価から算定をおこないました。直近におけるより適切な市場株価を算定するた

め、株価算定書作成日の直前週に遡り、半期に相当する期間を対象といたしました。

株式会社日本アドバンストシステムは江川公認会計士事務所に株主価値の算定を依頼し、その株主

価値の算定には、修正簿価純資産法を採用しております。算定結果による株主価値は347,038千円であ

ります。

これらの算定結果を基に両社間で協議を行い、株式交換比率を算定いたしました。

なお、上記算定機関はいずれも、当社及び株式会社日本アドバンストシステムの関連当事者ではあり
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ません。

　

(6) 株式交換の相手会社の名称等

名称　　　　　　株式会社日本アドバンストシステム

代表者　　　　　代表取締役社長　岩崎　貴史

本店所在地　　　東京都品川区西五反田二丁目12番３号

資本金　　　　　100,000千円（平成22年３月31日現在）

事業の内容　　　ソフトウェア開発、システムインテグレーションサービス等

　

(7) 株式交換完全親会社となる会社の概要

資本金　　　　　2,270,228千円（平成22年３月31日現在）

事業の内容　　　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）

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

 7/37



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】

　

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けるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や緊急経済対

策の効果等を背景に、輸出は緩やかに増加し、生産では持ち直しの動きがみられました。また、企業収益は

下げ止まりの状況から改善に転じ、設備投資では下げ止まりの動きがみられました。しかしながら、ソフ

トウェア関連の設備投資は緩やかな減少傾向にあり、雇用情勢は厳しく、デフレの影響等の景気を下押し

するリスクは依然として存在し、予断を許さない状況で推移いたしました。

当社グループの事業環境につきましては、売上品目の「システム開発」を中心に受注回復の兆しがみ

られ、コストの適正化によって収益性も向上しつつあります。しかしながら、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、厳しい事業環境にあります。

業績の推移に関しましては、半導体関連サービス事業の開発案件及び人材派遣業務案件の減少、パッ

ケージソフトウェアの販売不振、単価競争の激化等のマイナス要因はありましたが、「システム開発」は

受注回復の傾向にあり、底打ちの動きがみられ、売上高は微減にとどまりました。しかしながら、地方の景

気低迷のため、地方展開しております連結子会社は未だ厳しい状況にあります。

営業利益、経常利益、及び四半期純利益につきましては、コストの適正化、雇用調整助成金等の収入、複

合金融商品評価益、投資有価証券評価損の減少等により増益となりました。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は49億31百万円（前年同期比1.6％減）となりまし

た。また、利益につきましては、営業利益が２億98百万円（前年同期比67.7％増）、経常利益が３億72百万

円（前年同期比131.0％増）、四半期純利益が２億18百万円（前年同期比400.0％増）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47億43百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は２億98百万円（前年同期比70.6％増）とな

りました。また、「介護サービス事業」の売上高は１億23百万円（前年同期比20.1％増）、営業利益は12

百万円（前年同期は営業損失11百万円）、「半導体関連サービス事業」の売上高は64百万円（前年同期

比34.8％減）、営業損失は13百万円（前年同期は営業利益14百万円）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、情報通信業関連の案件等を中心に

受注が回復傾向にあり、増収増益となりました。

この結果、本売上品目の売上高は36億67百万円（前年同期比1.4％増）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、技術支援コンサルティング案件等が運用設計フェーズに移行し、売上品

目「その他」での計上となったことなどにより、減収減益となりました。

この結果、本売上品目の売上高は１億29百万円（前年同期比19.2％減）となりました。
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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、システム開発支援ツールのパッケージソフトウェア等の受注が振るわ

ず、減収減益となりました。

この結果、本売上品目の売上高は２億63百万円（前年同期比33.3％減）となりました。

④インターネット・サービス

本売上品目に関しましては、当社のインターネット・プロバイダー・サービス事業からの撤退によ

り減収減益となりました。

この結果、本売上品目の売上高は０百万円（前年同期比98.7％減）となりました。

⑤その他

本売上品目に関しましては、人材派遣業務案件の受注は減少いたしましたが、運用設計フェーズに移

行した技術支援コンサルティング案件等が本売上品目で計上されたことなどにより、増収増益となり

ました。

この結果、本売上品目の売上高は６億83百万円（前年同期比10.3％増）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、入居率の改善等により増収増益となりました。

この結果、本事業の売上高は１億23百万円（前年同期比20.1％増）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。本事業は、半導

体メーカ及びLSIチップを搭載した機器を提供している企業を主な顧客としております。本事業を取巻

く環境は、半導体市場に需要の回復基調は見られますが、半導体メーカでの研究開発等への投資抑制、

及び製造業界の長引く景気低迷の影響を受け、減収減益となりました。

この結果、本事業の売上高は64百万円（前年同期比34.8％減）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２億50百万円増加し、91億56百万円となりました。主な要因は、現

金及び預金が５億42百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が８億75百万円増加したことによりま

す。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億２百万円減少し、35億23百万円となりました。主な要因は、の

れんが１億57百万円減少したこと及び投資その他の資産が１億99百万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１億52百万円減少し、126億79百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億67百万円減少し、30億91百万円となりました。主な要因は、短

期借入金が５億69百万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３億33百万円増加し、11億15百万円となりました。主な要因は、長

期借入金が３億58百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億33百万円減少し、42億６百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、84億72百万円となりました。主な要因は、少数株主
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持分が85百万円増加したものの、自己株式の取得により自己株式が１億54百万円増加したことによりま

す。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

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、３億

80百万円減少し、40億66百万円となりました。

（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、前第３四半期連結会計期間に比べ１億６百万円増加し、11百万

円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加１億78百万円による収入の増加、

たな卸資産の減少２億33百万円による支出の減少、及び法人税等の支払額の減少１億41百万円による支

出の減少であります。

（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、前第３四半期連結会計期間に比べ１億18百万円減少し、１億16

百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出の増加１億99百万円及び有形固定資

産の売却による収入の減少84百万円であります。

（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、前第３四半期連結会計期間に比べ１億69百万円増加し、２億53

百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出の減少２億79百万円であります。

　

(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15,680千円であります。

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

株式会社において、上流設計支援ツール及びプログラム自動生成ツールの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において、Web勤怠システムの製品化の

研究開発を行いました。
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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22年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年５月14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22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22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

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１ 1,054,460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) 対象者として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の規定に基づく新株予約権

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22年３月31日)

新株予約権の数 (注)１ 10,163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

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１ 1,016,390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) 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22年３月31日)

新株予約権の数 (注)１ 8,481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

新株予約権の目的となる株式の数 (注)１、２ 848,120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。

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。
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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22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21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21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 2,931,700

完全議決権株式（その他） 　普通株式 19,446,900194,469 －

単元未満株式 　普通株式 176,480 － －

発行済株式総数 　 22,555,080 － －

総株主の議決権 　 － 194,469 －

（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94株含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成21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）
神奈川県横浜市西区平沼
１－２－24

　 　 　 　

株式会社ＣＩＪ 2,931,700 － 2,931,700 12.99

計 － 2,931,700 － 2,931,700 12.99

　

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21年

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成22年

１月 ２月 ３月

最高(円) 317 335 312 308 310 313 308 295 304

最低(円) 295 301 298 298 291 296 287 274 276

（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提出日後、当四半期報告書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

上席執行役員全社営

業統括＆事業部統括

兼営業本部長兼営業

本部営業推進部長兼

北海道支社長

取締役

上席執行役員全社営

業統括＆事業部統括

兼営業本部長兼北海

道支社長

中　田　雄　三 平成22年１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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31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）及び前第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について、また、当第３四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平

成22年３月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで）に

係る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22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21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,164,680 5,707,080

受取手形及び売掛金 3,263,368 2,388,026

有価証券 － 30,048

商品及び製品 9,777 6,297

仕掛品 ※２
 279,775 303,572

その他 450,745 502,319

貸倒引当金 △12,077 △31,624

流動資産合計 9,156,269 8,905,719

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 1,347,557

※１
 1,392,205

土地 544,887 544,529

その他（純額） ※１
 102,067

※１
 92,502

有形固定資産合計 1,994,513 2,029,236

無形固定資産

のれん 290,386 447,445

その他 94,914 106,113

無形固定資産合計 385,300 553,559

投資その他の資産

その他 1,156,522 1,369,843

貸倒引当金 △12,699 △26,281

投資その他の資産合計 1,143,823 1,343,561

固定資産合計 3,523,637 3,926,357

資産合計 12,679,907 12,832,076

負債の部

流動負債

買掛金 333,965 335,187

短期借入金 1,034,075 1,603,762

未払法人税等 144,920 66,211

賞与引当金 810,788 482,525

その他 767,311 1,070,515

流動負債合計 3,091,060 3,558,201

固定負債

長期借入金 816,165 457,516

長期未払金 118,717 123,669

退職給付引当金 167,213 184,955

その他 13,768 16,162

固定負債合計 1,115,863 782,302

負債合計 4,206,924 4,340,504
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21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 2,494,013 2,494,033

利益剰余金 4,443,569 4,408,814

自己株式 △1,204,752 △1,050,449

株主資本合計 8,003,059 8,122,627

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46,083 △55,921

為替換算調整勘定 △7,118 △13,196

評価・換算差額等合計 △53,202 △69,118

少数株主持分 523,124 438,062

純資産合計 8,472,982 8,491,572

負債純資産合計 12,679,907 12,832,076

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

20/37



(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)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 15,134,014 12,945,061

売上原価 12,229,603 10,736,181

売上総利益 2,904,411 2,208,879

販売費及び一般管理費

役員報酬 340,310 313,637

給料及び手当 640,845 595,026

賞与引当金繰入額 85,617 63,401

福利厚生費 132,180 122,444

賃借料 197,526 175,446

減価償却費 50,932 39,362

支払手数料 98,503 90,656

募集費 81,810 26,592

のれん償却額 204,128 167,252

その他 537,568 427,161

販売費及び一般管理費合計 2,369,423 2,020,982

営業利益 534,987 187,897

営業外収益

受取利息 13,432 6,126

受取配当金 3,073 1,534

複合金融商品評価益 － 11,575

持分法による投資利益 － 14,861

受取家賃 3,454 －

助成金収入 － 267,852

その他 17,818 18,811

営業外収益合計 37,779 320,761

営業外費用

支払利息 23,471 19,419

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 13,446

営業外費用合計 84,031 32,866

経常利益 488,735 475,792
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(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

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 19,239

会員権売却益 － 3,825

貸倒引当金戻入額 － 30,382

賞与引当金戻入額 － 21,799

投資収益 ※２
 28,093

※２
 54,494

補助金収入 11,170 －

その他 － 9,494

特別利益合計 85,902 139,234

特別損失

投資有価証券評価損 148,713 13,434

子会社株式売却損 － 3,171

事業構造改善費用 － ※３
 58,213

子会社清算損 － 2,038

その他 1,197 10,019

特別損失合計 149,910 86,876

税金等調整前四半期純利益 424,727 528,150

法人税等 367,834 274,413

少数株主利益 8,443 28,740

四半期純利益 48,449 224,996
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 5,010,114 4,931,575

売上原価 4,080,746 3,971,501

売上総利益 929,368 960,073

販売費及び一般管理費

役員報酬 113,035 102,655

給料及び手当 195,478 196,212

賞与引当金繰入額 42,524 16,067

福利厚生費 40,875 38,911

賃借料 65,857 56,207

減価償却費 16,859 13,419

支払手数料 30,501 26,064

募集費 26,118 6,676

のれん償却額 64,407 53,230

その他 155,561 151,876

販売費及び一般管理費合計 751,218 661,322

営業利益 178,150 298,751

営業外収益

受取利息 3,192 1,648

受取配当金 116 118

複合金融商品評価益 － 6,170

持分法による投資利益 1,003 8,986

受取家賃 810 －

助成金収入 － 59,508

その他 2,943 9,714

営業外収益合計 8,067 86,145

営業外費用

支払利息 9,544 6,639

複合金融商品評価損 8,690 －

交付金特別手当 － 4,432

その他 6,935 1,764

営業外費用合計 25,170 12,836

経常利益 161,046 372,060
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(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

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 18,133

投資有価証券評価損戻入益 7,105 32

保険解約返戻金 － 9,494

投資収益 ※２
 14,418 －

特別利益合計 68,163 27,660

特別損失

投資有価証券評価損 36,625 10,286

事業構造改善費用 － ※３
 11,926

その他 1,170 7,541

特別損失合計 37,795 29,754

税金等調整前四半期純利益 191,414 369,966

法人税等 141,780 139,718

少数株主利益 5,925 11,710

四半期純利益 43,708 218,537
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22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 424,727 528,150

減価償却費 106,136 102,387

のれん償却額 204,128 167,252

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,023 △33,130

受取利息及び受取配当金 △16,505 △7,660

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,056 △17,741

賞与引当金の増減額（△は減少） 397,238 328,262

支払利息 23,471 19,419

持分法による投資損益（△は益） 3,721 △14,861

投資事業組合運用損益（△は益） 2,756 4,193

売上債権の増減額（△は増加） △174,228 △848,635

仕入債務の増減額（△は減少） △129,033 △849

未払金の増減額（△は減少） △219,337 △87,598

その他 33,570 △211,810

小計 687,725 △72,622

利息及び配当金の受取額 15,603 6,090

利息の支払額 △24,335 △18,996

法人税等の支払額 △557,096 △200,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,896 △286,306

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 △1,050,000

定期預金の払戻による収入 450,089 1,000,000

有価証券の償還による収入 100,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △190,733 △43,384

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 △14,798

投資有価証券の売却による収入 2,922 143,734

子会社株式の取得による支出 △30,246 △24,953

その他 42,122 182,540

投資活動によるキャッシュ・フロー △494,190 223,139

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 △611,020

長期借入れによる収入 275,198 597,660

長期借入金の返済による支出 △222,307 △197,430

自己株式の取得による支出 △195,026 △155,324

配当金の支払額 △285,742 △183,836

少数株主からの払込みによる収入 32,000 31,303

少数株主への配当金の支払額 △5,236 △5,251

その他 △2,131 △2,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △629,955 △526,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,894 △3,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,008,144 △592,430

現金及び現金同等物の期首残高 5,296,076 4,658,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,287,931

※１
 4,066,459
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【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21年７月１日

　至　平成22年３月31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

株式会社ソフィアスタッフは、平成21年７月１日付で株式会社シー・エックス
（新商号は株式会社CIJソフィア）に吸収合併され、連結の範囲から除外しており
ます。

また、株式会社システムウェーブは、平成21年７月１日付で株式会社CIJソリュー
ションズに吸収合併され、連結の範囲から除外しております。

(2）変更後の連結子会社の数

15社

２．会計処理基準に関する
事項の変更

 

 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、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第18号　平成19
年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手
した工事契約から、当第３四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
性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例
法）を、その他の工事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、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高は
91,206千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ
14,173千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

　

【簡便な会計処理】

　

　

　

　

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22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。

　

【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21年７月１日

　至　平成22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。
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【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22年３月31日)

前連結会計年度末

(平成21年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 680,824千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 632,155千円

　
※２　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、

これに対応する受注損失引当金3,789千円(すべ
て仕掛品に係る受注損失引当金)を相殺表示して
おります。

 

―――――――――――――

３　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

7,198千円

３　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

10,522千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第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)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22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。
 

※２　　　　　　　　　　同　左

――――――――――――― ※３　事業構造改善費用は、連結子会社の事業の再構築
に伴う費用であります。

　

第３四半期連結会計期間

前第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)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22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。
 

―――――――――――――

――――――――――――― ※３　事業構造改善費用は、連結子会社の事業の再構築
に伴う費用であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第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)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22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

※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

　

　

現金及び預金勘定 5,164,680千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金

△1,098,220千円

現金及び現金同等物 4,066,459千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　

至　平成22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 2,931,824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21年９月17日
定時株主総会

普通株式 181,110 9.00平成21年６月30日平成21年９月18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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

　

　
システム開発

等

(千円)

介護サービス
事業

(千円)

半導体関連
サービス事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 4,743,961123,33864,2754,931,575 － 4,931,575

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

339 5,208 － 5,547(5,547) －

計 4,744,300128,54664,2754,937,122(5,547)4,931,575

営業利益又は営業損失(△) 383,99617,132△13,045388,083(89,332)298,751

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

システム開発等 システム開発、コンサルテーション及び調査研究、システム／パッケージ・イン

テグレーション・サービス等

介護サービス事業 認知症対応型共同生活介護事業等

半導体関連サービス事業 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等

３　会計処理方法の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、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第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四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

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。
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前第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。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日）

　

　
システム開発

等

(千円)

介護サービス
事業

(千円)

半導体関連
サービス事業

(千円)

計

(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 12,384,293371,407189,36012,945,061－ 12,945,061

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,313 15,824 － 17,137(17,137) －

計 12,385,606387,231189,36012,962,198(17,137)12,945,061

営業利益又は営業損失(△) 436,64446,637△50,810432,471(244,573)187,897

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主要な事業の内容

事業区分 主要な事業の内容

システム開発等 システム開発、コンサルテーション及び調査研究、システム／パッケージ・イン

テグレーション・サービス等

介護サービス事業 認知症対応型共同生活介護事業等

半導体関連サービス事業 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等

３　会計処理方法の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、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第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四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

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、システム開発等の売上高は91,206千円、営業利益は14,173千円

それぞれ増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22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。

　

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成22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】

前第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３四半期連結会計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22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。

　

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成22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22年３月31日)

前連結会計年度末

(平成21年６月30日)

　

１株当たり純資産額 405円12銭

　

　

１株当たり純資産額 400円21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22年３月31日)

前連結会計年度末

(平成21年６月30日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,472,982 8,491,572

普通株式に係る純資産額（千円） 7,949,857 8,053,509

差額の内訳 　 　

　少数株主持分（千円） 523,124 438,062

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） 2,931,824 2,431,724

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）

19,623,256 20,123,356

　

２  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

第３四半期連結累計期間

前第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)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22年３月31日)

 

１株当たり四半期純利益金額 2円37銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
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。

 

１株当たり四半期純利益金額 11円32銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
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金額の算定上の基礎

　

前第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)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成22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） 48,449 224,996

普通株式に係る四半期純利益（千円） 48,449 224,996

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 19,873,295

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金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概況

－ －
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第３四半期連結会計期間

前第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)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

 

１株当たり四半期純利益金額 2円17銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
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。

 

１株当たり四半期純利益金額 11円14銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
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金額の算定上の基礎

　

前第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)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22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） 43,708 218,537

普通株式に係る四半期純利益（千円） 43,708 218,537

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 19,623,228

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金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概況

－ －
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

（子会社同士の合併）
　当社は、平成22年４月７日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社日本構研システムズ、株式会
社日本アドバンストシステム、及び株式会社ＣＩＪソフィアの合併を決議いたしました。
１．結合当事企業の名称及びその事業の内容
（存続会社）

名称　　　　株式会社日本構研システムズ
事業の内容　ビジネス系、エンジニアリング系システム開発及びシステム開発支援サービス等

（消滅会社）
名称　　　　株式会社日本アドバンストシステム
事業の内容　ソフトウェア開発、システムインテグレーションサービス等
名称　　　　株式会社ＣＩＪソフィア
事業の内容　ソフトウェアの受託開発、IT関連の人材派遣等

２．企業結合の法的形式
株式会社日本構研システムズを存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社日本アドバンストシステム及び

株式会社ＣＩＪソフィアは解散いたします。
３．結合後企業の名称

株式会社ＣＩＪネクスト
４．取引の目的を含む取引の概要
（1）合併の目的　

当社グループの経営効率の向上等を目的として、本合併を行うものであります。本合併においては、３社が
行っているシステム開発事業の統合、及び株式会社日本構研システムズと株式会社ＣＩＪソフィアが行ってい
る人材派遣事業の統合による経営効率の向上、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、規模
拡大による競争力の強化、及びコスト適正化による収益構造の改善等を図ります。

（2）合併の日程
合併契約承認取締役会　　平成22年４月７日
合併契約締結　　　　　　平成22年４月７日
合併契約承認株主総会　　平成22年６月15日（予定）
合併期日（効力発生日）　平成22年７月１日（予定）

（3）合併比率
①株式の割当比率
株式会社日本アドバンストシステムの普通株式１株に対して、株式会社日本構研システムズの普通株式

5.43株を割当交付いたします。また、株式会社ＣＩＪソフィアの普通株式１株に対して、株式会社日本構研
システムズの普通株式0.87株を割当交付いたします。
②合併比率の算定根拠
株式会社日本構研システムズ、株式会社日本アドバンストシステム及び株式会社ＣＩＪソフィアは、第三

者機関である江川公認会計士事務所に株価算定を依頼し、その算定結果を参考に、存続会社と消滅会社との
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
江川公認会計士事務所は、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
株式会社日本構研システムズ　普通株式　1,914,306株

（4）合併交付金
合併交付金の支払は行いません。

（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ＣＩＪソフィアは新株予約権を発行しております。本合併効力発生日において、株式会社日本構研

システムズは当該新株予約権１個につき、株式会社日本構研システムズの新株予約権0.87個の割合をもって割
当交付し、当該新株予約権は消滅する予定です。

５．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　最終改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成20年12月26日）
に定める共通支配下の取引等に該当し、これに基づく会計処理を実施する予定です。

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年５月14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21年７月１日から平成22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

22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平成22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22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。

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＩＪ(E05163)

四半期報告書

37/37


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(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
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	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
	(2)四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	第３四半期連結会計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	注記事項
	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


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

