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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】

回次
第41期
第２四半期
累計期間

第42期
第２四半期
累計期間

第41期
第２四半期
会計期間

第42期
第２四半期
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
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９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） 1,372,7131,458,541735,261 814,3953,042,943

経常利益（千円） 260,533 387,173 189,472 233,525 792,491

四半期（当期）純利益（千円） 144,659 216,617 104,408 129,584 461,214

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 431,125 431,125 431,125

発行済株式総数（千株） － － 3,757 3,757 3,757

純資産額（千円） － － 3,629,8543,942,2653,943,828

総資産額（千円） － － 4,567,6494,982,7154,824,500

１株当たり純資産額（円） － － 983.25 1,070.151,070.37

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
39.95 59.72 28.83 35.73 127.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
39.90 － 28.80 － －

１株当たり配当額（円） － － － － 60.00

自己資本比率（％） － － 78.1 77.9 80.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
406,640 670,181 － － 737,405

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△21,397△509,777 － － △577,128

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△214,140△217,280 － － △214,408

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,239,086956,9771,013,853

従業員数（人） － － 176 180 178

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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．第41期及び第42期第２四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり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。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、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】

　該当事項はありません。

  

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 180(16)

　（注）　従業員は就業人数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、期間契約社員を含みます。）は、当第２四半期

会計期間の平均人数を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　当第２四半期会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

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（％）

パッケージソリューション事業 750,901 － 1,105,092 －

その他事業 67,388 － 3,584 －

合計 818,290 － 1,108,677 －

　（注）１　金額は販売価額によっております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(3）販売実績

　当第２四半期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。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

パッケージソリューション事業（千円） 736,574 －

その他事業（千円） 77,821 －

合計（千円） 814,395 －

　（注）１　前第２四半期会計期間及び当第２四半期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次のとおりであります。

相手先

前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
  至　平成22年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

成田国際空港株式会社 73,822 10.0 3,065 0.4

　　　　２　上記の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２四半期会計期間において、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。

　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、一部で回復の兆しが見られるものの、景気後退の影響は根強く、企

業業績や設備投資等は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

　このような環境下で、当社は、平成22年４月以後開始する事業年度より適用となる「資産除去債務に関する会計

基準」への対応や、国際会計基準（IFRS）対応に備えたシステム再構築の提案活動を行ってまいりました。

　この結果、当第２四半期会計期間では、売上高は814百万円（前年同期比10.8％増)となりました。

　利益面においては、第１四半期より引き続き、外注費の削減をはじめとした開発作業の効率化やプロジェクト管理

の強化を図ったこと等から原価率が低下した結果、営業利益229百万円（同25.5％増）、経常利益233百万円（同

23.3％増）、第２四半期純利益129百万円（同24.1％増）となりました。

　

報告セグメントの業績は、次のとおりであります。

①パッケージソリューション事業

主力の固定資産システムにおいて、これまで顧客側で延期していた導入の検討が、徐々に再開してきたことか

ら受注が増加しました。この結果、売上高は736百万円、営業利益は216百万円となりました。

②その他事業

第１四半期より引き続き、当社業務との親和性や採算性等を考慮しながら受注活動を展開してまいりました。

その結果、売上高は77百万円、営業利益は13百万円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、956百万円（前年同期比22.8％減）と

なりました。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュフローの状況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）

　営業活動の結果得られた資金は230百万円（前年同期は18百万円の資金の収入）となりました。これは、税引前四

半期純利益233百万円、賞与引当金の増加82百万円、減価償却費27百万円等の増加要因があったものの、売上債権の

増加53百万円、未払金の減少78百万円等の減少要因があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は478百万円（前年同期は50百万円の資金の支出）となりました。これは主に、定期

預金の預入による支出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）

　財務活動の結果使用した資金は31百万円（前年同期比65.6％増）となりました。これは主に、期末配当金の支払

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２四半期会計期間において、当社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２四半期会計期間においては、パッケージソリューション事業にて、主にクラウドコンピューティング等の

対応に向けた新製品基盤と「ProPlus設備発注システム」の開発を行いました。これらの結果、当第２四半期会計

期間における研究開発活動の金額は、37,327千円となりました。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、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２四半期会計期間において、前四半期会計期間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。
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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 14,880,000

計 14,880,000

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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11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 3,757,000 3,757,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単元

株式数は100株

であります。

計 3,757,000 3,757,000 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成22年11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

行されたものは含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成19年６月22日定時株主総会決議に基づく新株予約権

　
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,288

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） 128,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,001

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から

平成24年６月30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　　　　2,471

資本組入額　　　 1,236

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会

社、関連会社の取締役、監査役、従業員（顧問、相談役を

含む）の地位を保有していることを要する。但し、定年

退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでな

い。

②　新株予約権の行使に関するその他の条件については、株

主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認めない。新

株予約権者が権利行使可能日以後に死亡した場合、一定の

要件の範囲内で相続人は権利行使できる。

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は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職

等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整されま

す。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されます。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

４　権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。

　

EDINET提出書類

株式会社プロシップ(E05466)

四半期報告書

 8/29



　

（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】

  該当事項はありません。

　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

   

 

（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
（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７月1日～

 平成22年９月30日
－ 3,757,000 － 431,125 － 396,725
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（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

鈴木 勝喜 東京都立川市 1,760 46.87

メロンバンクエヌエートリー

テイークライアントオムニバ

ス

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）

ONE MELLON BANK

CENTER,PITTSBURGH,PENNSYLVANIA, UNITED

STATES OF AMERICA

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

175 4.66

長谷部 政利 東京都練馬区 173 4.61

株式会社プロシップ 東京都千代田区神田司町２丁目８ 129 3.45

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目１１－３ 109 2.91

中野 美智子 東京都三鷹市 77 2.06

ビービーエイチフォーフイデ

リテイーロープライスストッ

クファンド

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）　

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A

（東京都千代田区丸の内２丁目７―１）
55 1.46

川久保 真由美 東京都世田谷区 45 1.20

今泉 智 東京都町田市 45 1.20

エーエージーシーエスエヌブ

イトリーテイアカウントタク

サブル

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）　

206-214 HERENGRACHT AMSTERDAM THE

NETHERLAND

（東京都千代田区丸の内２丁目７―１）

38 1.03

計 － 2,609 69.46

（注） １　上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は、109千株であります。

２  フィデリティ投信株式会社から、平成22年７月21日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年７月15

日現在で198,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点に

おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。　

　　　　　大量保有者　　　　エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）

          住所　　　　　　　米国 02109 マサチューセッツ州ボストン、デヴォンシャー・ストリート82

　　　　　　　　　　　　　　（82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, USA）　

　　　　　保有株券等の数　　株式　198,000株

          株券等保有割合　　5.27％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年9月30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）
　普通株式

　　　　　　　129,700
－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式

3,626,300
36,263

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式
　普通株式

1,000
－ 同上

発行済株式総数 3,757,000 － －

総株主の議決権 － 36,263 －

　（注） 単元未満株式の欄には、自己株式が40株含まれております。

 　

②【自己株式等】

 平成22年9月30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(％)

株式会社プロシップ　
東京都千代田区神田司町

２丁目８　
129,700 － 129,700 3.45

計 － 129,700 － 129,700 3.45

　

 

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22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 1,174 1,245 1,252 1,304 1,320 1,310

最低（円） 1,045 1,121 1,160 1,225 1,150 1,240

  （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。

　

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において、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

 号。以下「四半期財務諸表規則」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）及び前第２四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等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２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　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）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 　　　　　 2.9％

売上高基準 　　　　 0.9％

利益基準 　　　　 △4.5％

利益剰余金基準 　　 1.2％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,957,349 3,564,211

売掛金 391,709 667,271

仕掛品 ※1
 79,653 43,584

その他 82,091 73,315

流動資産合計 4,510,804 4,348,382

固定資産

有形固定資産 ※2
 22,424

※2
 22,557

無形固定資産

ソフトウエア 166,037 171,044

その他 1,547 1,547

無形固定資産合計 167,584 172,591

投資その他の資産 281,900 280,969

固定資産合計 471,910 476,118

資産合計 4,982,715 4,824,500

負債の部

流動負債

買掛金 112,228 123,002

未払法人税等 175,540 189,685

賞与引当金 125,200 48,000

役員賞与引当金 30,000 19,500

受注損失引当金 ※1
 13,259 8,938

その他 396,708 307,600

流動負債合計 852,935 696,726

固定負債

退職給付引当金 77,913 72,024

役員退職慰労引当金 109,600 111,921

固定負債合計 187,514 183,945

負債合計 1,040,450 880,672
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 431,125 431,125

資本剰余金 396,725 396,725

利益剰余金 3,177,463 3,178,484

自己株式 △120,681 △120,643

株主資本合計 3,884,632 3,885,691

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,902 △3,150

評価・換算差額等合計 △2,902 △3,150

新株予約権 60,536 61,288

純資産合計 3,942,265 3,943,828

負債純資産合計 4,982,715 4,824,500
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 1,372,713 1,458,541

売上原価 774,882 633,463

売上総利益 597,831 825,078

販売費及び一般管理費 ※1
 391,547

※1
 446,973

営業利益 206,283 378,104

営業外収益

受取利息 6,931 4,433

匿名組合投資利益 41,084 －

受取手数料 4,680 3,900

その他 1,554 735

営業外収益合計 54,249 9,069

経常利益 260,533 387,173

特別利益

新株予約権戻入益 1,128 752

保険解約返戻金 － 506

特別利益合計 1,128 1,258

特別損失

固定資産除売却損 71 228

特別損失合計 71 228

税引前四半期純利益 261,590 388,202

法人税等 116,930 171,585

四半期純利益 144,659 216,617
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 735,261 814,395

売上原価 370,710 356,847

売上総利益 364,551 457,547

販売費及び一般管理費 ※1
 181,715

※1
 228,135

営業利益 182,835 229,412

営業外収益

受取利息 3,009 2,110

受取手数料 2,340 1,950

その他 1,286 51

営業外収益合計 6,636 4,112

経常利益 189,472 233,525

特別利益

新株予約権戻入益 1,128 －

特別利益合計 1,128 －

特別損失

固定資産除売却損 － 184

特別損失合計 － 184

税引前四半期純利益 190,600 233,340

法人税等 86,192 103,755

四半期純利益 104,408 129,584
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 261,590 388,202

減価償却費 54,217 52,981

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,994 77,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,000 10,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △2,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,424 5,888

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,915 4,320

受取利息及び受取配当金 △6,931 △4,433

ソフトウエア評価損 17,438 4,060

匿名組合投資損益（△は益） △41,084 －

売上債権の増減額（△は増加） 52,901 275,561

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,096 △36,316

仕入債務の増減額（△は減少） △58,878 △4,492

前受金の増減額（△は減少） 87,608 100,221

その他 △35,014 △22,492

小計 379,083 848,880

利息及び配当金の受取額 7,684 4,596

法人税等の支払額 △2,333 △183,295

法人税等の還付額 22,204 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,640 670,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △39 △450,013

有形固定資産の取得による支出 △5,557 △6,143

無形固定資産の取得による支出 △66,755 △52,898

匿名組合出資金の払戻による収入 51,677 －

その他 △722 △721

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,397 △509,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 2,450 －

自己株式の取得による支出 － △38

配当金の支払額 △216,590 △217,241

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,140 △217,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,102 △56,875

現金及び現金同等物の期首残高 1,067,984 1,013,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,239,086

※1
 956,977
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【四半期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２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

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

　    第１四半期会計期間より、「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、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

ありません。　　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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、法人税等に含まれております。

　

EDINET提出書類

株式会社プロシップ(E05466)

四半期報告書

18/29



【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　仕掛品及び受注損失引当金

　　　　損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア開発

案件に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア

開発案件に係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対

応する額は327千円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、90,271千円であり

ます。

──────

　

　

　

　

　

　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、87,917千円であり

ます。

　

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 91,374千円

賞与引当金繰入額 29,126　

役員賞与引当金繰入額 30,000　

給与手当 91,712千円

賞与引当金繰入額 34,167　

役員賞与引当金繰入額 30,000　

前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 42,679千円

賞与引当金繰入額 17,901　

役員賞与引当金繰入額 11,250　

賞与引当金繰入額 21,819千円

役員賞与引当金繰入額 15,000　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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９月30日現在）

　（千円）

　（平成22年９月30日現在）

　（千円）

　現金及び預金勘定 3,289,420

　預入期間が3か月を超える定期預金 △2,050,333

　現金及び現金同等物 1,239,086

　

　現金及び預金勘定 3,957,349

　預入期間が3か月を超える定期預金 △3,000,371

　現金及び現金同等物 956,977
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　3,757,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 　   　129,740株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

  新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　　　　60,536千円

 

４．配当に関する事項

　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22年６月23日

定時株主総会
普通株式 217,637 60平成22年３月31日平成22年６月24日利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動　

　剰余金の配当については、上記「４．配当に関する事項」に記載しております。

 

（金融商品等関係）

金融商品の四半期貸借対照表計上額の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

　

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

   

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

   

 

（ストック・オプション等関係）

当四半期会計期間において、ストック・オプションの付与はありません。また、当四半期会計期間においてストッ

ク・オプションの条件変更はありません。

　　　

　

（企業結合等関係）

　　　　該当事項はありません。

　

　　　

（資産除去債務関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自平成

22年７月１日　至平成22年９月30日）

　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、事業内容に基づき包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社は、事業内容を基礎としたセグメントから構成されており、「パッケージソリューション

事業」と「その他事業」を報告セグメントとしております。

 「パッケージソリューション事業」とは、固定資産システム及び販売管理システムにおけるコンサルテー

ションから導入、保守までを含む事業であります。「その他事業」とは、受託開発及び運用管理業務等であり

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２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）

　 （単位：千円）

 
報告セグメント　

合計パッケージ
ソリューション事業

 その他事業

売上高    

外部顧客への売上高 1,310,633 147,908 1,458,541
セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ － －

計 1,310,633 147,908 1,458,541

セグメント利益 353,485 24,619 378,104

　

　　　　当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

（単位：千円）

 
報告セグメント　

合計パッケージ
ソリューション事業

 その他事業

売上高    

外部顧客への売上高 736,574 　77,821　 814,395　　
セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ － －

計 736,574 77,821 814,395

セグメント利益 216,366 13,046 229,412

　（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

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　

　　当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　該当事項はありません。　

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「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。

　　

　

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,070.15円 １株当たり純資産額 1,070.37円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 39.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
39.90円

１株当たり四半期純利益金額 59.72円

　なお、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。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 144,659 216,617

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） 144,659 216,617

期中平均株式数（千株） 3,620 3,627

         

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） 4 －

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めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　────── 　──────
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前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 28.83円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
28.80円

１株当たり四半期純利益金額 35.73円

　なお、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。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 104,408 129,584

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） 104,408 129,584

期中平均株式数（千株） 3,621 3,627

         

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） 4 －

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めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　────── 　──────
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（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（新株予約権（ストックオプション）の付与）

　当社は、平成22年11月２日の取締役会において、平成22年６月23日開催の定時株主総会で承認された、会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、下記のとおり決議

いたしました。

　

１.新株予約権の目的である株式の種類及び数　

　普通株式　185,600株

　新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。

　

２.新株予約権の割当対象者及び割当予定数

　当社取締役 　　　　５名　　  20,000株

　当社従業員 　　 　186名　 　159,500株

　当社子会社取締役 　２名 　　　1,500株

　当社子会社従業員 　８名 　　　4,600株

　　

３.新株予約権の割当日

　平成22年11月15日

　

４.新株予約権と引換えに払込む金銭　

　金銭の払込みを要しない。

　

５.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法　

　１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　１株当たりの行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（１円未満の端数は切り上げ）に1.05を乗じた金額とす

る。ただし、当該金額が割当日の終値（取引が成立しない場合はその前の直近終値）を下回る場合は、割当日の終値

とする。

　

６.新株予約権の行使期間　

　平成24年11月16日から平成27年11月15日まで

　

７.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員（顧問、相談

役を含む。）の地位を保有していることを要する。

(2) その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新

株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

　

　

（リース取引関係）

　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11月10日

株式会社プロシップ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小出 検次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 跡部 尚志　　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プロシップ

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第41期事業年度の第２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロシップの平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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11月８日

株式会社プロシップ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小出 検次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 跡部 尚志　　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プロシップ

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第42期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロシップの平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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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