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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38期
第２四半期
連結累計期間

第39期
第２四半期
連結累計期間

第38期
第２四半期
連結会計期間

第39期
第２四半期
連結会計期間

第38期

会計期間

自　平成21年
７月21日

至　平成22年
１月20日

自　平成22年
７月21日

至　平成23年
１月20日

自　平成21年
10月21日

至　平成22年
１月20日

自　平成22年
10月21日

至　平成23年
１月20日

自　平成21年
７月21日

至　平成22年
７月20日

売上高 (千円) 5,658,1745,429,9552,796,4652,668,82612,244,133

経常利益 (千円) 311,843335,164209,629205,642718,598

四半期（当期）純利益 (千円) 182,945190,129134,769121,676432,114

純資産額 (千円) ― ― 2,217,6902,600,1262,465,831

総資産額 (千円) ― ― 6,606,3617,116,3707,602,537

１株当たり純資産額 (円) ― ― 616.45 722.95 685.61

１株当たり四半期　　
(当期)純利益金額

(円) 50.85 52.86 37.46 33.83 120.12

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 (％) ― ― 33.6 36.5 32.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △113,455472,874 ― ― 53,552

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △78,354 △5,049 ― ― △107,492

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △150,369△149,931 ― ― △210,046

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) ― ― 1,955,9082,351,9942,034,101

従業員数 (名) ― ― 528 521 539

(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、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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成23年１月20日現在

従業員数(名) 521 (150)

(注)　　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に、当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

ております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成23年１月20日現在

従業員数(名) 449 ( 97)

(注)　　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に、当第２四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載してお

ります。
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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２四半期連結会計期間における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。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

　ソフトウェアサポート事業 433,618 ―

合　計 433,618 ―

(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　金額は、販売価格によっております。

　　３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　４　フィールドサポート事業及びオフィスシステム事業は、生産実績の記載を省略しております。

　
(2) 受注実績
　当第２四半期連結会計期間における受注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 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
(％)

　ソフトウェアサポート事業 485,271 ― 437,521 ―

合計 485,271 ― 437,521 ―

(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　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　３　フィールドサポート事業及びオフィスシステム事業は、受注実績の記載を省略しております。

　
(3) 販売実績
　当第２四半期連結会計期間における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 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

フィールドサポート事業

ネットワークサービス 635,440 ―

ハードウェア保守サービス 507,155 ―

メーカーリペアサービス 137,824 ―

その他 174,144 ―

小　計 1,454,564 ―

オフィスシステム事業
ＯＡサプライ 643,988 ―

その他 199,407 ―

小　計 843,396 ―

ソフトウェアサポート事業
ソフトウェアサポート 350,866 ―

その他 19,999 ―

小　計 370,865 ―

合　計 2,668,826 ―

(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

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社内田洋行 800,139 28.6 771,229 28.9

　　 ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

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２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
(１) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、ＩＴ製品の世界的な在庫調整や国内における

エコカー補助金の終了などの影響を受けて、輸出や生産が減少するなど景気は足踏み状態となりま

した。

　このような環境下、当連結グループは第８次中期経営計画（平成22年８月～平成25年７月）を推

進、「ＩＴの技術変革への対応」、「マルチベンダーサービスの推進」、「企業価値の増大」の基本

方針に基づき事業分野ごとに策定した施策に取り組みました。

　当第２四半期連結会計期間の経営成績につきましては、主力のフィールドサポート事業は学校市場

向けＩＣＴ案件の取扱いなど堅調に推移したものの、オフィスシステム事業において、企業のオフィ

ス投資の抑制や経費削減の影響を受けてＯＡサプライ分野などの売上が低調であったことから、売

上高は26億6千8百万円（前年同四半期比4.6％減）となりました。

損益面では、売上原価や販売費及び一般管理費の統制に努めましたが、売上減少による影響をカ

バーするまでには至らず、売上総利益は8億6千3百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業利益は1億9

千8百万円（同4.0％減）、経常利益は2億5百万円（同1.9％減）、四半期純利益は1億2千1百万円（同

9.7％減）となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(フィールドサポート事業)

ハードウェア保守サービス分野では、営業の強化、生産性の更なる向上、外注制度の整備等によ

り、量の拡大を目指すとともに、「ＣＥの技術シフト（ＳＥ技術）」を実現すべく教育の強化を施

策として掲げ、また、ネットワークサービス分野については、中核の学校市場向けＩＣＴ案件の取

扱強化に加え、ネットワークインテグレーションサービス（ネットワークに関するワンストップ

サービス）の提供に取り組みました。

　当第２四半期連結会計期間における業績としましては、主力の学校市場向けＩＣＴ事業が首都

圏、関西圏で堅調に推移、売上高は14億5千4百万円、営業利益は1億8百万円となりました。

(オフィスシステム事業)

ＯＡサプライ分野では、直接販売顧客や販売パートナーなどの開拓強化、Ｗｅｂビジネスの拡充

などに取り組み、オフィスシステム分野では営業の強化やオフィス空間設計からネットワーク構

築までのトータルオフィスソリューションの提供に取り組みました。

　当第２四半期連結会計期間における業績としましては、ＯＡサプライ分野において大口の直接販

売もありましたが、既存のサプライ品取扱い業者向け売上の減少が続き、またオフィスシステム分

野の売上も低調であったため、売上高は8億4千3百万円、営業利益は1千8百万円にとどまりました。
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(ソフトウェアサポート事業)

ソフトウェア保守やＢＰＯサービスなどのストックビジネスの強化、新サービスの提供、プロ

ジェクトマネジメントの強化によるサポート品質向上、採算管理の徹底など、収益構造の強化に取

り組みました。

　当第２四半期連結会計期間における業績としましては、公共市場においては地方自治体向けの基

幹系システムサポートおよび福祉系システムの開発・サポートが堅調に推移しましたが、民間市

場においては中堅・中小企業のＩＴ投資抑制と受注競争の激化により受注が落ち込んだため、売

上高は3億7千万円、営業利益は7千1百万円となりました。
　

　
(２) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、71億1千6百万円と前連結会計年度末比4億8千6百万円減

少しました。これは流動資産が、現預金の増加（3億1千7百万円）、売掛金の増加（1億1千万円）等は

ありましたが、受取手形の減少（8億6千9百万円）により4億6千6百万円減少し、固定資産が、敷金保

証金の減少（2千万円）等により1千9百万円減少したことによります。なお、受取手形の減少は、前連

結会計年度の第３四半期において補正予算執行に伴い、学校向けＩＣＴ案件の売上が増大し、その売

上に伴う受取手形の一部が前連結会計年度末に残存していたためであります。

流動負債は、支払手形の減少（2億8千1百万円）、短期借入金の減少（9千6百万円）、前受金の減少

（8千5百万円）等により前連結会計年度末比6億5千2百万円減少し、固定負債は、退職給付引当金の

増加（3千3百万円）等により3千2百万円増加しました。純資産は、26億円と前連結会計年度末比1億3

千4百万円増加しました。なお、自己資本比率は、36.5％と前連結会計年度末比4.1ポイント上昇して

おります。

　
(３) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四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）は、第１四半

期連結会計期間末比1億1千万円減少し、23億5千1百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の減少は、1億1千1百万円（前年同四半期比4千7百万円の増加）となりまし

た。これは税金等調整前四半期純利益（2億5百万円）、退職給付引当金の増加（1千7百万円）、売

上債権の減少（2千7百万円）、たな卸資産の減少（3千2百万円）等により資金の増加はありまし

たが、賞与引当金の減少（2億5千7百万円）、仕入債務の減少（2億3百万円）等により資金が減少

したためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、3百万円（前年同四半期比3千6百万円の増加）となりました。こ

れは保険積立金の返還（9百万円）等による資金の増加はありましたが、有形固定資産及び無形固

定資産の取得（1千1百万円）等により資金が減少したためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は、3百万円（前年同四半期比1千7百万円の増加）となりました。こ

れは配当金の支払（7百万円）により資金の減少はありましたが、借入金の増加（1千万円）によ

り資金が増加したためであります。

　
(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　
(５) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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

　該当事項はありません。
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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 14,400,000

計 14,400,000

　

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23年１月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年３月４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 3,600,000 3,600,000
 大阪証券取引所
 JASDAQ(スタンダード)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 3,600,000 3,600,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(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10月21日～
平成23年１月20日

─ 3,600,000 ─ 334,000 ─ 300,080
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成23年１月20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(％)

株式会社内田洋行 東京都中央区新川2-4-7 1,239 34.42

ウチダエスコ持株会 東京都江東区佐賀1-6-2 263 7.31

ウチダユニコム株式会社 東京都新宿区大久保2-4-12 262 7.28

株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋2-18-4 180 5.00

竹内　哲也 千葉県松戸市 102 2.83

小山　純平 石川県金沢市 81 2.25

セイコープレシジョン株式会社 千葉県習志野市茜浜1-1-1 80 2.22

關　昌 千葉県松戸市 74 2.06

竹田　和平 愛知県名古屋市天白区 70 1.94

髙橋　信雄 茨城県つくばみらい市 57 1.58

計 ― 2,408 66.89
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年１月20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)
(自己所有株式)
 普通株式　 3,000

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式3,595,000 3,595 ─

単元未満株式 普通株式　　2,000 ― ─

発行済株式総数 3,600,000― ―

総株主の議決権 ― 3,595 ―

(注)　「単元未満株式」には当社所有の自己株式が473株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年１月20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(％)

ウチダエスコ株式会社 東京都江東区佐賀1-6-2 3,000 ─ 3,000 0.08

計 ― 3,000 ─ 3,000 0.08

(注)　上記自己保有株式には、単元未満株式473株は含まれておりません。

　

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
８月 ９月 10月 11月 12月

平成23年
１月

最高(円) 362 358 361 370 414 413

最低(円) 322 337 342 346 370 391

(注)　　株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証

券取引所JASDAQ市場によるものであります。
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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

取締役常務執行役員
(管理本部長)

取締役執行役員
(管理本部長)

久　保　博　幸 平成22年10月14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２四半期連結会計期間(平成21年10月21日から平成22年１月20日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年７月21日から平成22年１月20日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年10月21日から平成23年１月20日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年７月21日から平成23年１月20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２四半期連結会計期間(平成21年10月21

日から平成22年１月20日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年７月21日から平成22年１月20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り四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年10月21日から平成23年１月20日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年７月

21日から平成23年１月20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り

四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、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。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月20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７月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,351,994 2,034,101

受取手形及び売掛金 2,704,721 3,463,723

商品 32,731 26,523

仕掛品 38,852 29,099

原材料及び貯蔵品 6,249 7,032

繰延税金資産 164,579 199,804

その他 60,360 66,968

貸倒引当金 △2,067 △2,863

流動資産合計 5,357,421 5,824,389

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 285,054

※1
 294,769

工具、器具及び備品（純額） ※1
 78,464

※1
 56,154

土地 737,854 737,854

有形固定資産合計 1,101,373 1,088,779

無形固定資産 137,090 150,568

投資その他の資産

投資有価証券 64,616 67,355

敷金及び保証金 115,013 135,381

繰延税金資産 323,429 313,344

その他 21,041 26,035

貸倒引当金 △3,615 △3,316

投資その他の資産合計 520,485 538,800

固定資産合計 1,758,949 1,778,147

資産合計 7,116,370 7,602,537
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月20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７月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,199,402 1,522,932

短期借入金 250,000 346,405

未払金 170,079 213,747

未払費用 351,678 347,224

未払法人税等 126,639 172,203

前受金 1,179,691 1,265,249

賞与引当金 302,375 375,629

工事損失引当金 － 24

その他 117,091 106,094

流動負債合計 3,696,957 4,349,512

固定負債

退職給付引当金 790,313 756,928

役員退職慰労引当金 13,466 14,594

長期未払金 14,692 14,692

負ののれん 814 977

固定負債合計 819,287 787,193

負債合計 4,516,244 5,136,706

純資産の部

株主資本

資本金 334,000 334,000

資本剰余金 300,080 300,080

利益剰余金 1,967,421 1,831,240

自己株式 △1,303 △1,303

株主資本合計 2,600,198 2,464,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △72 1,814

評価・換算差額等合計 △72 1,814

純資産合計 2,600,126 2,465,831

負債純資産合計 7,116,370 7,602,537
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月21日
　至 平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月21日
　至 平成23年１月20日)

売上高 5,658,174 5,429,955

売上原価 3,942,148 3,746,058

売上総利益 1,716,025 1,683,896

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 8,882 6,510

給料及び手当 614,835 598,849

賞与引当金繰入額 151,746 146,100

退職給付費用 64,706 56,567

役員退職慰労引当金繰入額 1,972 1,536

福利厚生費 48,300 55,257

賃借料 55,496 56,589

減価償却費 32,008 31,698

その他 430,722 403,903

販売費及び一般管理費合計 1,408,671 1,357,013

営業利益 307,354 326,883

営業外収益

受取利息 215 117

受取配当金 1,778 909

受取保険金 － 5,230

受取手数料 3,061 1,785

負ののれん償却額 162 162

その他 3,666 2,050

営業外収益合計 8,884 10,256

営業外費用

支払利息 3,683 1,638

その他 711 337

営業外費用合計 4,395 1,975

経常利益 311,843 335,164

特別損失

固定資産除却損 ※１
 33

※１
 114

特別損失合計 33 114

税金等調整前四半期純利益 311,810 335,049

法人税、住民税及び事業税 92,359 118,486

法人税等調整額 36,505 26,433

法人税等合計 128,864 144,919

少数株主損益調整前四半期純利益 － 190,129

四半期純利益 182,945 190,129
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年10月21日
　至 平成22年１月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年10月21日
　至 平成23年１月20日)

売上高 2,796,465 2,668,826

売上原価 1,922,855 1,804,894

売上総利益 873,609 863,931

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 4,310 3,416

給料及び手当 293,128 298,644

賞与引当金繰入額 61,667 58,598

退職給付費用 31,778 28,119

役員退職慰労引当金繰入額 435 629

福利厚生費 23,787 24,090

賃借料 26,490 29,270

減価償却費 16,376 16,890

その他 208,464 205,294

販売費及び一般管理費合計 666,439 664,954

営業利益 207,169 198,977

営業外収益

受取利息 93 50

受取配当金 127 210

受取保険金 － 5,230

受取手数料 1,641 861

負ののれん償却額 81 81

社員会拠出金戻入益 1,661 －

その他 846 1,178

営業外収益合計 4,452 7,612

営業外費用

支払利息 1,690 760

その他 302 187

営業外費用合計 1,992 948

経常利益 209,629 205,642

特別損失

固定資産除却損 － ※１
 114

特別損失合計 － 114

税金等調整前四半期純利益 209,629 205,527

法人税、住民税及び事業税 △21,902 △8,423

法人税等調整額 96,762 92,274

法人税等合計 74,860 83,850

少数株主損益調整前四半期純利益 － 121,676

四半期純利益 134,769 121,676
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月21日
　至 平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月21日
　至 平成23年１月20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 311,810 335,049

減価償却費 38,238 49,298

負ののれん償却額 △162 △162

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,105 △496

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,186 △73,254

工事損失引当金の増減額（△は減少） 54 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,237 33,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,650 △1,128

長期未払金の増減額（△は減少） △8,160 －

受取利息及び受取配当金 △1,993 △1,027

支払利息 3,683 1,638

受取保険金 － △5,230

固定資産除却損 33 114

売上債権の増減額（△は増加） 191,580 758,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,930 △15,177

仕入債務の増減額（△は減少） △270,179 △336,486

未払金の増減額（△は減少） △39,852 △45,792

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,688 △2,482

前受金の増減額（△は減少） △19,490 △85,558

その他 △10,112 11,543

小計 73,125 622,892

利息及び配当金の受取額 2,227 1,303

利息の支払額 △3,701 △1,696

保険金の受取額 － 5,230

法人税等の支払額 △185,106 △154,855

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,455 472,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △30,245 △21,658

無形固定資産の取得による支出 △62,691 △11,965

投資有価証券の取得による支出 △669 △712

敷金及び保証金の差入による支出 △763 △4,853

敷金及び保証金の回収による収入 851 24,967

保険積立金の払戻による収入 16,453 9,745

その他 △1,289 △573

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,354 △5,049
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年７月21日
　至 平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月21日
　至 平成23年１月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △30,000 △57,500

長期借入金の返済による支出 △66,664 △38,905

配当金の支払額 △53,705 △53,526

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,369 △149,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △342,179 317,892

現金及び現金同等物の期首残高 2,298,087 2,034,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,955,908

※１
 2,351,994

EDINET提出書類

ウチダエスコ株式会社(E05006)

四半期報告書

18/28



【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年10月21日　至　平成23年１月20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２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日　至　平成23年１月20日)

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

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。

　なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日　至　平成23年１月20日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取保険金」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前

第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は391千円であります。

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）に基づき財務諸表等規則

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）の適用に伴い、当第２四半期連結累計

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。

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年10月21日　至　平成23年１月20日)

（四半期連結損益計算書関係）

１　　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取保険金」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前

第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は341千円であります。

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）に基づき財務諸表等規則

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）の適用に伴い、当第２四半期連結会計

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。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日　至　平成23年１月20日)

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

　

【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２四半期連結累計期間(自　平成22年７月21日　至　平成23年１月20日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月20日現在)

前連結会計年度末
(平成22年７月20日現在)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 499,973千円

工具、器具及び備品 342,711千円

計 842,684千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物 490,257千円

工具、器具及び備品 334,328千円

計 824,586千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月21日 
  至　平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日 
  至　平成23年１月20日)

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 33千円

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 114千円

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年10月21日 
  至　平成22年１月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年10月21日 
  至　平成23年１月20日)

――――――――――――――― ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 114千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月21日 
  至　平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日 
  至　平成23年１月20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 1,955,908千円

現金及び現金同等物 1,955,908千円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,351,994千円

現金及び現金同等物 2,351,994千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年１月20日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年７月21日　

至　平成23年１月20日)

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,600,000

　
２　自己株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,473

　
３　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22年10月14日
定時株主総会

普通株式 53,94715.00平成22年７月20日平成22年10月15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。

　

４　株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月21日　至 平成22年１月20日）及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年７月21日　至 平成22年１月20日)において、当連結グループは、コンピュータの保守

及びソフトウェア開発並びにこれらに附帯する商品の販売を行っており、コンピュータ関連事業以外に

事業の種類がないため、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月21日　至 平成22年１月20日）及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年７月21日　至 平成22年１月20日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月21日　至 平成22年１月20日）及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成21年７月21日　至 平成22年１月20日)において、海外売上高は、連結売上高の10％未満のた

め、記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

　

（追加情報）

　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。

　
１．報告セグメントの概要

　当連結グループの報告セグメントは、当連結グループ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。

当連結グループは、商品・製品及びサービス別の事業単位から構成されており、「フィールドサポー

ト事業」、「オフィスシステム事業」、「ソフトウェアサポート事業」の３つを報告セグメントとして

おります。

「フィールドサポート事業」は、ハードウェアの保守サービス、ネットワークシステムの設計・施工

・運用管理サービスの提供とネットワークシステムに関わるＩＴ機器販売を行っております。「オ

フィスシステム事業」は、オフィスの設計・施工サービス、ＯＡサプライ用品等の販売を行っておりま

す。「ソフトウェアサポート事業」は、ソフトウェアの開発・サポート・運用保守サービスを提供して

おります。
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年７月21日　至 平成23年１月20日）

　 (単位：千円)
　

　 報告セグメント

調整額 合計
　

フィールド
サポート事業

オフィス
システム事業

ソフトウェア
サポート事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,238,0801,558,925632,9495,429,955― 5,429,955

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

62,609 10,288 76,715149,613△149,613 ―

計 3,300,6901,569,213709,6645,579,568△149,6135,429,955

セグメント利益 290,273 14,612 21,997326,883 ― 326,883

　

　
　　当第２四半期連結会計期間（自 平成22年10月21日　至 平成23年１月20日）

　 (単位：千円)
　

　 報告セグメント

調整額 合計
　

フィールド
サポート事業

オフィス
システム事業

ソフトウェア
サポート事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 1,454,564843,396370,8652,668,826― 2,668,826

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

32,264 3,720 40,67576,661△76,661 ―

計 1,486,829847,117411,5412,745,487△76,6612,668,826

セグメント利益 108,835 18,960 71,181198,977 ― 198,977

　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

　当第２四半期連結会計期間末(平成23年１月20日)

　当社及び当連結グループは不動産賃借契約に基づく本社ビル等の退去時における原状回復に係る債

務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないこ

とから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務

を計上しておりません。

EDINET提出書類

ウチダエスコ株式会社(E05006)

四半期報告書

23/28



　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月20日)

前連結会計年度末
(平成22年７月20日)

　 　

　 722.95円
　

　 　

　 685.61円
　

　

　(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項　目
当第２四半期連結会計期間末　　　　(平

成23年１月20日)
前連結会計年度末　　　　　　　　　(平成22年

７月20日)

純資産の部の合計額(千円) 2,600,126 2,465,831

普通株式に係る純資産額(千円) 2,600,126 2,465,831

普通株式の発行済株式数(千株) 3,600 3,600

普通株式の自己株式数(千株) 3 3

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

3,596 3,596

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月21日 
  至　平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日 
  至　平成23年１月20日)

１株当たり四半期純利益金額 50.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 52.86円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注)１　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月21日 
  至　平成22年１月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月21日 
  至　平成23年１月20日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 182,945 190,129

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) 182,945 190,129

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,597 3,596
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年10月21日
至  平成22年１月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年10月21日
至  平成23年１月20日)

１株当たり四半期純利益金額 37.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純利益金額 33.83円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(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
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年10月21日
至  平成22年１月20日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年10月21日
至  平成23年１月20日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 134,769 121,676

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) 134,769 121,676

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,597 3,596

　
(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22年３月４日

ウチダエスコ株式会社

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    長    澤    正    浩    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    野    口    昌    邦    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」に掲げられているウチ

ダエスコ株式会社の平成21年７月21日から平成22年７月20日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年10月21日から平成22年１月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年７月21日から平成22

年１月20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、ウチダエスコ株式会社及び連結子会社の平成

22年１月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(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23年３月４日

ウチダエスコ株式会社

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    長    澤    正    浩    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    野    口    昌    邦    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」に掲げられているウチ

ダエスコ株式会社の平成22年７月21日から平成23年７月20日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年10月21日から平成23年１月20日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年７月21日から平成23

年１月20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、ウチダエスコ株式会社及び連結子会社の平成

23年１月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(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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