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当社は過年度取引の一部について不適切な取引およびそれに伴い誤った会計処理が行われた可能性があ

るなどの疑義が発生したことを受け、平成26年10月10日に外部の専門家からなる第三者委員会を設置し、

事実関係の調査を実施しました。当該調査の結果、国内におけるハードウエア取引および海外におけるハ

ードウエア取引が資金融通であったこと、恒星信息（香港）有限公司による一部の債務保証に係る会計処

理がなされなかったこと、当社社内の承認手続きを経ない借入れが行われていた事が判明し、その結果と

して不適切な会計処理が確認されました。 

また、当該調査と並行して、当社が第三者委員会に委嘱した事項以外に訂正処理を要する不適切な会計

処理の有無について独自の調査を実施した結果、当社において貸付債権・仮払い金に係る貸倒引当評価に

係る不適切な会計処理及び、恒星信息（香港）有限公司において借入債務管理等に係る不適切な会計処理

を発見しました。 

  
この結果、過年度における連結財務諸表等の訂正が必要となったため、金融商品取引法第24条の４の７

第４項の規定に基づき、第22期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）の四半期報告

書について、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

訂正後の四半期連結財務諸表については、公認会計士赤坂事務所及び公認会計士海生裕明事務所によ

り、再度四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。 

なお、四半期連結財務諸表記載内容に係る訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修

正後のXBRLデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。 

  

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
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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 

第２ 事業の状況 

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５ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

2. 第21期第２四半期連結累計（会計）期間及び第22期第２四半期連結累計（会計）期間においては、潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益金額について、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期純損失である

ため記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期 

第２四半期連結
累計期間

第22期 
第２四半期連結

累計期間

第21期 
第２四半期連結

会計期間

第22期 
第２四半期連結 

会計期間
第21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) 10,124,544 7,854,522 5,621,989 4,173,423 22,020,943 

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) △32,378 △120,609 186,661 208,997 1,241,801 

四半期純損失(△)又は
当期純利益 

(千円) △461,531 △701,086 △203,628 △326,516 80,357 

純資産額 (千円) ― ― 8,656,672 11,415,650 12,529,254 

総資産額 (千円) ― ― 20,875,728 21,765,807 22,521,146 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 13,591.47 14,037.42 15,518.80 

１株当たり四半期純損
失金額(△)又は当期純
利益金額 

(円) △973.96 △977.98 △429.71 △455.48 149.98 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ─ ─ ─ ─ 148.43 

自己資本比率 (％) ― ― 30.9 46.2 49.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △107,129 △751,350 ― ― 966,099 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △593,823 △60,547 ― ― △1,095,906 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 519,199 506,158 ― ― 3,915,521 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(千円) ― ― 4,202,514 3,438,035 3,878,586 

従業員数 (名) ― ― 2,458 2,514 2,528 
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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。 

  

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。 

  
  

(1) 連結会社の状況 

平成22年９月30日現在 

(注)   従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む在籍従業員数であります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年９月30日現在 

(注)   従業員数は、当社から当社グループ外への出向者を除き、当社グループから当社への出向者を含む在籍従業

員数であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 2,514 
 

従業員数(名) 1,010 
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第２ 【事業の状況】 

(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。 
  

(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、製造原価によっております。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ システム開発事業にかかる金額を記載しております。 

  

(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。 
  

(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 システム開発事業にかかる金額を記載しております。 

  

(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。 
  

(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、当第２四半期連結会計期間におい
て100分の10未満のため記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

日本 2,114,476 ─ 

中国 442,587 ─ 

合計 2,557,064 ─ 
 

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 
(％)

日本 3,027,971 ─ 2,607,860 ─ 

中国 554,980 ─ 373,274 ─ 

合計 3,582,951 ─ 2,981,135 ─ 
 

セグメントの名称 金額(千円)
前年同四半期比 

(％)

日本 3,127,903 ─ 

中国 1,045,520 ─ 

合計 4,173,423 ─ 
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当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

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の決定又は締結等はありません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日～９月30日)におけるわが国経済は、新興国を中心とす

る輸出の回復や政府による景気刺激策の駆け込み需要により、個人消費に回復傾向がみられました。ま

た企業収益の改善により、設備投資に持ち直しの動きもみられました。しかし、依然として高い失業率

や急激な円高進行等により、引き続き厳しい環境が継続しております。 

一方、当社が事業展開する中国経済は、政府が推進するインフラ整備を中核とした大規模な景気刺激

策等の効果により、内需を中心に拡大が続きました。しかしインフレ懸念による金融政策の引き締めか

ら、その傾向は緩やかなものになりつつあります。 

このような状況の下、当社グループは日本国内では、前期に引き続き収益力回復のためにコスト圧縮

を行いました。また、前年同期を上回る稼働率の向上やオフショア開発の積極化のため、営業力強化を

推進いたしました。加えて、技術力向上並びに受注拡大を目的とする人材育成についても、研修センタ

ーを設置する等積極的に取り組みました。 

他方中国では、日本企業向けオフショア開発と中国国内向け開発ともに堅調に推移いたしました。し

かし一部システム開発の延期により稼働率が低下いたしました。また、円高により為替差損が発生し、

連結決算において損失が計上されました。 

以上により、当第２四半期連結会計期間における売上高は4,173百万円（前第２四半期比25.8％

減）、営業利益は228百万円（前第２四半期比30.2％減）、経常利益は208百万円（前第２四半期比

12.0％増）、四半期純損失は326百万円（前第２四半期 四半期純損失203百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次の通りであります。 

日    本 

前期に引き続いて、人件費をはじめとするコスト圧縮に取り組みました。また国内事業において、付

加価値の高い一括受託型システム開発の受注増加やオフショア開発の積極化のため、引き続き営業力強

化に努力してまいりました。その結果、稼動率は前年同期比(対平成21年７月１日～９月30日)で６％上

回りました。しかし、顧客企業によるＩＴ投資抑制傾向が継続し、収益の回復には依然厳しさが残り、

売上高は3,127百万円、営業利益は117百万円となりました。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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中    国 

中国マーケット向けＳＩサービスは、科大恒星電子商務技術有限公司におきましては、電力及び通信

関連を中心に堅調に推移いたしました。また北京宝利信通科技有限公司においては、顧客都合によるプ

ロジェクト延期が発生し、業績に与える影響がありました。 

一方、システム開発を行う聯迪恒星(南京)信息系統有限公司は、日本向けオフショア開発に加え中国

国内向け開発も全体的に好調に推移いたしました。また神州数碼通用軟件有限公司は、主要顧客が計画

していた案件が延期となり、稼動率及び収益ともに悪化いたしました。 

以上の結果、売上高は1,424百万円、営業利益は118百万円となりました。 

  

(2) 財政状態 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は21,765百万円（前連結会計年度比3.4％減）となりま

した。これは主に現金及び預金が490百万円、受取手形及び売掛金が480百万円減少したことによるもの

であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は10,350百万円（前連結会計年度比3.6％増）となりまし

た。これは主に短期借入金が666百万円増加したことなどによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は11,415百万円(前連結会計年度比8.9％減)となりまし

た。これは主に四半期純損失の計上などにより利益剰余金が772百万円減少したことなどによるもので

あります。 

  
(3) キャッシュ・フローの状況 

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

期連結会計期間より429百万円減少し、3,438百万円になりました。 

 当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は371百万円（前年同四半期は281百

万円の増加）となりました。これは主に持分法による投資利益の計上および売上債権の増加等による

ものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は118百万円（前年同四半期は719百

万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出および貸付による支出による

ものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は136百万円（前年同四半期は498百

万円の増加）となりました。これは主に長期借入による収入があったことによるものであります。 

  

(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、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 

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は7百万円であります。 
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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 

当第２四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、除却等はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １「提出日現在発行数」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

行された株式数は含まれておりません。 

２ 大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場と

ともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,410,000 

計 1,410,000 
 

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12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 718,799 718,799 
大阪証券取引所 
（JASDAQ市場）

単元株制度を採用しておりませ
ん。

計 718,799 718,799 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

  

① 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に関する事項は、次の

とおりであります。 

  

(平成17年６月27日 定時株主総会 特別決議) 

  

(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的となる株式

の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されて

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数について

は、これを切り捨てます。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切上げます。 

  さらに、当社が他社の吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる払込金額の調整を行います。 

３ 新株予約権の行使の条件 

  (1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従

業員のいずれかの地位にあることを要する。 

  (2)新株予約権者は、新株予約権の行使時における当社普通株式の時価が120,000円（当該金額は、行使価額

の調整を行うべき事由が生じたときは、行使価額の調整と同様の方法により調整される）未満の場合

は、新株予約権を行使することが出来ない。 

  (3)その他の権利行使の条件は、新株予約権の発行の当社取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株

予約権割当契約書に定めるところによる。 

４ 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要することといたします。 

  

 
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 7,554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 7,554株 

新株予約権の行使時の払込金額 112,529円 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年10月１日 
至 平成24年９月30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     112,529円 
資本組入額    56,265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 (注)４ 

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 

― 
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
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② 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21年12月22日 臨時株主総会 特別決議) 

  

(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数はそれぞれの効力発生時点において次の算式によ

り調整され、当該調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。この場合、新株予約権の目的

である株式の総数は、調整後の付与株式数に当該調整時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を

乗じた数とする。 

調整後の付与株式数=調整前の付与株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併又は会社分割等の組織再編行為を行う場合であり、且つ付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じた場合には、当該組織再編行為の条件等を勘案の上、独立した第三者である公認会計

士等専門家の意見を聴取した後、合理駅な範囲において付与株式数を調整するものとする。この場合、新株

予約権の目的である株式の総数は調整後の付与株式数に当該調整時点で行使又は消却されていない新株予約

権の総数を乗じた数とする。 

２ 当社が株式分割又は併合を行う場合には、本行使価額はそれぞれの効力発生時点において次の算式により調

整され、当該調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、当社が合併を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これら

の場合に準じ、本件行使価額の調整を必要とする場合には、当社は当該合併の条件等を勘案の上、合理的な

範囲内において本件行使価額を調整することができる。 

３ 新株予約権の行使の条件 

自己に割り当てられた１個の新株予約権の一部については、これを行使することはできない。 

４ 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要することといたします。 

  

(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。 

  

 
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 1,250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 125,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 18,500円 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年６月30日 
至 平成23年12月29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     18,500円 
資本組入額    9,250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 (注)４ 

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 

― 
 

調整後の本件行使
価額 

＝ 
調整前の本件行
使価額 

× 
１ 

分割・併合の比率 
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在 

（注）上記のほか、当社所有の自己株式1,929株（0.26％）があります。 

  

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９月30日 ― 718,799 ― 2,843,601 ― 5,343,401 
 

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(％)

Digital China Software (BVI) 
Limited 
（常任代理人スタンダードチャ
ータード銀行東京支店） 

P.O.BOX  957,Offshore  Incorporations 
Centre,Road Town,Tortola,British Virgin 
Islands 
（東京都千代田区永田町２－11－１山王パー
クタワー21Ｆ） 

170,000 23.65 

李  堅 東京都品川区 50,540 7.03 

株式会社ＳＲＡホールディング
ス 

東京都豊島区南池袋２丁目32番８号 50,500 7.02 

KING TECH SERVICE HK LIMITED 
Room  301,3rd  Floor,Sun  Hung  Kai 
Centre,30 Harbour Road Wanchai,Hong Kong 

50,000 6.95 

琴井 啓文 中国南京市 27,442 3.81 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア
株式会社 

東京都港区港南１丁目９－１ 27,000 3.75 

イーピーエス株式会社 東京都文京区後楽２丁目３－19 24,879 3.46 

株式会社ブロードリーフ 
東京都品川区東品川４丁目13－14グラスキュ
ーブ品川８Ｆ 

24,866 3.45 

周  誠 東京都世田谷区 12,050 1.67 

ＳＪＩ従業員持株会 東京都品川区東品川４丁目12－８ 7,881 1.09 

計 ― 445,158 61.93 
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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 

（注） 「完全議決権株式（その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が13株（議決権13個）含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

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

  

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 1,929 

―  

完全議決権株式(その他) 普通株式 716,870 716,870  

単元未満株式 ─ ―  

発行済株式総数 718,799 ― ―

総株主の議決権 ― 716,870 ―
 

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ＳＪＩ 

東京都品川区東品川四丁
目12－８ 

1,929 ― 1,929 0.26 

計 ― 1,929 ― 1,929 0.26 
 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
 ４月

 
 ５月

 
 ６月

 
７月

 
 ８月

 
 ９月

高(円) 24,500 24,290 20,900 18,500 17,200 17,600 

低(円) 21,250 18,020 17,100 15,600 15,000 14,500 
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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 

(3) 役職の異動 

  

３ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ─ 賀  軍 平成22年８月23日
 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役会長兼社長 代表取締役社長 李   堅 平成22年10月1日

代表取締役副社長 
（国内事業統轄本部長）

取締役 
（国内事業統轄本部長）

木村  裕 平成22年10月1日
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第５ 【経理の状況】 

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７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

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７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

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７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。 

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出してお

りますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、公認会計士赤坂事務所及び公認会計士海生裕明事務所

により四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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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22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 3,438,035 ※2 3,928,586
  受取手形及び売掛金 5,222,766 5,703,390
  商品及び製品 516,745 423,372
  仕掛品 287,316 96,906
  繰延税金資産 259,611 309,500
  その他 5,756,732 5,304,612
  貸倒引当金 △375,884 △374,789

  流動資産合計 15,105,323 15,391,580
 固定資産   
  有形固定資産 ※1 292,234 ※1 320,197
  無形固定資産   
   のれん 884,289 935,389
   その他 133,024 123,678

   無形固定資産合計 1,017,314 1,059,068
  投資その他の資産   
   投資有価証券 3,025,873 3,015,719
   投資不動産（純額） ※1 1,905,921 ※1, ※2 2,098,875
   その他 875,317 832,696
   貸倒引当金 △456,176 △196,991

   投資その他の資産合計 5,350,935 5,750,300

  固定資産合計 6,660,484 7,129,566

 資産合計 21,765,807 22,521,146

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 867,221 976,000
  短期借入金 5,502,000 4,835,660
  1年内返済予定の長期借入金 1,166,674 1,283,128
  未払法人税等 102,364 91,114
  賞与引当金 252,530 157,530
  役員賞与引当金 12,424 27,016
  その他 898,314 995,055

  流動負債合計 8,801,530 8,365,506
 固定負債   
  長期借入金 1,440,359 1,494,512
  その他 108,266 131,873

  固定負債合計 1,548,625 1,626,385

 負債合計 10,350,156 9,991,892
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（単位：千円）

   当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 2,843,601 2,843,601
  資本剰余金 7,678,754 7,678,754
  利益剰余金 625,726 1,398,500
  自己株式 △88,942 △88,942

  株主資本合計 11,059,139 11,831,913
 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △13,482 △16,189
  繰延ヘッジ損益 △7,901 △9,098
  為替換算調整勘定 △974,750 △681,660

  評価・換算差額等合計 △996,134 △706,948
 少数株主持分 1,352,645 1,404,289

 純資産合計 11,415,650 12,529,254

負債純資産合計 21,765,807 22,521,146
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 10,124,544 7,854,522

売上原価 8,317,607 6,407,770

売上総利益 1,806,936 1,446,752

販売費及び一般管理費 ※１ 1,656,745 ※１ 1,391,128

営業利益 150,191 55,623

営業外収益   
 受取利息 23,280 25,491
 受取配当金 1,043 768
 流通税還付金 69,585 11,893
 持分法による投資利益 － 217,415
 その他 67,286 71,616

 営業外収益合計 161,194 327,185

営業外費用   
 支払利息 78,843 67,298
 為替差損 219,672 379,575
 その他 45,249 56,544

 営業外費用合計 343,765 503,418

経常損失（△） △32,378 △120,609

特別利益   
 固定資産売却益 － 169
 投資有価証券売却益 14,685 －
 その他 2,339 －

 特別利益合計 17,025 169

特別損失   
 投資有価証券評価損 36,221 17,612
 減損損失 12,984 －
 特別退職金 － 27,599
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,633
 貸倒引当金繰入額 － 297,980
 その他 9,676 3,703
 特別損失合計 58,881 373,529

税金等調整前四半期純損失（△） △74,235 △493,969

法人税、住民税及び事業税 113,087 66,103

法人税等調整額 △26,306 65,780

法人税等合計 86,780 131,884

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △625,853

少数株主利益 300,515 75,233

四半期純損失（△） △461,531 △701,086
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 5,621,989 4,173,423

売上原価 4,463,912 3,257,436

売上総利益 1,158,076 915,986

販売費及び一般管理費 ※１ 830,158 ※１ 687,011

営業利益 327,918 228,975

営業外収益   
 受取利息 13,109 7,491
 受取配当金 252 157
 流通税還付金 51,430 －
 持分法による投資利益 － 215,636
 その他 45,038 32,476

 営業外収益合計 109,830 255,763

営業外費用   
 支払利息 40,851 32,521
 為替差損 186,901 204,752
 その他 23,335 38,466

 営業外費用合計 251,088 275,740

経常利益 186,661 208,997

特別利益   
 固定資産売却益 － 67
 投資有価証券売却益 △28 －
 貸倒引当金戻入額 － △928

 特別利益合計 △28 △860

特別損失   
 投資有価証券評価損 － 2,239
 減損損失 12,984 －
 特別退職金 － 16,093
 貸倒引当金繰入額 － 297,980
 その他 8,897 1,028

 特別損失合計 21,881 317,342

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 
四半期純損失（△） 

164,751 △109,205

法人税、住民税及び事業税 65,319 50,903

法人税等調整額 79,318 115,330

法人税等合計 144,637 166,234

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △275,439

少数株主利益 223,742 51,077

四半期純損失（△） △203,628 △326,516
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   
 税金等調整前四半期純損失（△） △74,235 △493,969
 減価償却費 96,536 95,075
 減損損失 12,984 －
 のれん償却額 243,352 51,099
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,562 301,566
 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,136 △14,591
 賞与引当金の増減額（△は減少） △47,291 98,600
 受取利息及び受取配当金 △24,323 △26,260
 支払利息 78,843 67,298
 為替差損益（△は益） △11,477 △54,555
 持分法による投資損益（△は益） － △217,415
 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △14,685 －
 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 36,221 17,612
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,633
 売上債権の増減額（△は増加） △677,476 68,630
 たな卸資産の増減額（△は増加） △63,798 △329,698
 仕入債務の増減額（△は減少） 325,747 △40,849
 その他 92,753 △148,963

 小計 1,847 △599,786
 利息及び配当金の受取額 25,603 8,403
 利息の支払額 △81,733 △67,500
 法人税等の支払額 △52,847 △43,138
 特別退職金の支払額 － △49,329

 営業活動によるキャッシュ・フロー △107,129 △751,350

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の払戻による収入 － 50,000
 有形固定資産の取得による支出 △24,719 △39,267
 有形固定資産の売却による収入 16,566 210
 無形固定資産の取得による支出 △32,317 △33,621
 投資有価証券の取得による支出 △224 △146
 投資有価証券の売却による収入 48,185 －
 投資有価証券の償還による収入 75,000 －
 敷金及び保証金の差入による支出 △147,018 －
 敷金及び保証金の回収による収入 53,384 －
 貸付けによる支出 △4,889 △414,669
 貸付金の回収による収入 47,257 360,434
 保険積立金の積立による支出 △31,128 －
 預け金の預入による支出 △596,576 －
 その他 2,657 16,512

 投資活動によるキャッシュ・フロー △593,823 △60,547
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） 548,259 719,810
 長期借入れによる収入 500,000 500,000
 長期借入金の返済による支出 △569,004 △640,132
 少数株主からの払込みによる収入 136,220 －
 配当金の支払額 △96,275 △73,518

 財務活動によるキャッシュ・フロー 519,199 506,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94,484 △134,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △276,237 △440,551

現金及び現金同等物の期首残高 4,478,752 3,878,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 4,202,514 ※１ 3,438,035
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【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７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４月１日  
  至 平成22年９月30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 

当第２四半期連結会計期間より、安徽巨成精細化

工有限公司の持分を取得したため、持分法の適用の

範囲に含めております。 

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数 

７社 

2 会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適

用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する

会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年３

月10日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

(2) 「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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利

益及び経常利益は2,726千円減少、税金等調整前四半

期純損失は、29,360千円増加しております。 

(3) 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関す

る会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年12月26

日)、「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)、「『研究開発費等

に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 

 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準第7号  平成20年12月26日)、「持

分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号  平成

20年12月26日)、「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  平成20年12月26日)を適用しております。 

なお、連結子会社の資産及び負債の評価方法を部

分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことに

よる四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。 
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【表示方法の変更】 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  

  至 平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係) 
 前第２四半期連結累計期間において、特別利益の
「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、特別
利益の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特別利益の「その他」に含
まれる「固定資産売却益」は2,339千円であります。 
 「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)の適用により、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損失（△）」の科
目を表示しております。 

(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において区分掲記してお
りました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の
「敷金及び保証金の差入による支出」（当第２四半期
連結累計期間△4,248千円）及び「敷金及び保証金の回
収による収入」（当第２四半期連結累計期間7,941千
円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当第２四
半期連結累計期間より「投資活動によるキャッシュ・
フロー」の「その他」に含めて表示しております。 

 

 
 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日  

  至 平成22年９月30日)

(四半期連結貸借対照表関係) 
 前第２四半期連結会計期間において独立掲記してお
りました「預け金」（当第２四半期連結会計期間
2,120,000千円）は、資産総額の100分の10以下である
ため、当第２四半期連結会計期間では流動資産の「そ
の他」に含めて表示しております。 
 また、前第２四半期連結会計期間において、投資そ
の他の資産の「その他」に含めていた「投資有価証
券」は、資産総額の100分の10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投資その他の
資産の「その他」に含まれる「投資有価証券」は
188,403千円であります。 

(四半期連結損益計算書関係) 
 前第２四半期連結会計期間において独立掲記してお
りました「流通税還付金」（当第２四半期連結会計期
間436千円）は、当第２四半期連結会計期間において営
業外収益の総額の100分の20以下のため、当第２四半期
連結会計期間では営業外収益の「その他」に含めて表
示しております。 
 「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)の適用により、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損失（△）」の科
目を表示しております。 
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【簡便な会計処理】 

  

  

【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】 

  

  

【追加情報】 

  

  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

  

当第２四半期連結累計期間 
(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。 

 

当第２四半期連結累計期間 
(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。 

 

 

当第２四半期連結累計期間 
(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。 

  

  
 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額   486,558千円 

    投資不動産の減価償却累計額     84,833千円 

   ２ 

       ───── 

  

  

  ３  偶発債務 

 

  
  
  

 

 

 信用状開設に対する保証  
 華深貿易(国際)有限公司 403,396千円

 （4,812千US$）

 実華工程有限公司 330,663千円

 （30,616千HK$）
 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   488,658千円

   投資不動産の減価償却累計額     70,250千円

※２ 担保資産 

海外の一部の連結子会社において、L/C開設保証

金及び短期借入金204,300千円の担保に供している

ものは、次のとおりであります。 

  ３  偶発債務 

 

 現金及び預金(定期預金) 42,617千円

 投資不動産 569,547 〃 

 計 612,164千円
 

 

 信用状開設に対する保証  
 実華工程有限公司 77,072千円

 （828千US$）
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(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

第２四半期連結会計期間 

  

(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４月１日  

  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(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主なもの 

給与手当 438,483千円 

役員報酬 83,814  〃 

賞与引当金繰入額 22,378  〃 

役員賞与引当金繰入額 11,136  〃 

のれん償却額 243,352  〃 

貸倒引当金繰入額 30,239  〃 
 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 424,633千円 

役員報酬 73,801  〃 

賞与引当金繰入額 32,372  〃 

役員賞与引当金繰入額 12,648  〃 

のれん償却額 51,099  〃 

貸倒引当金繰入額 16,847  〃 

 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日  

  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(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主なもの 

給与手当 205,061千円 

役員報酬 40,173  〃 

賞与引当金繰入額 16,941  〃 

役員賞与引当金繰入額 5,699  〃 

のれん償却額 154,319  〃 

貸倒引当金繰入額 16,491  〃 
 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 204,134千円 

役員報酬 38,178  〃 

賞与引当金繰入額 20,096  〃 

役員賞与引当金繰入額 5,544  〃 

のれん償却額 25,549  〃 

貸倒引当金繰入額 16,847  〃 

 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※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 4,552,514千円

預入期間が３か月超の定期預金 △350,000  〃

現金及び現金同等物 4,202,514千円
 

※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 3,438,035千円

預入期間が３か月超の定期預金 ―

現金及び現金同等物 3,438,035千円
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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22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１

日 至 平成22年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  
２ 自己株式に関する事項 

  
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四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に関する事項 

該当事項はありません。 

  

株式の種類
当第２四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 718,799 
 

株式の種類
当第２四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 1,929 
 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 71,687 100 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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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７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

(注) 1. 事業の区分は、サービス、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主なサービス及び製品等 

 (1)「情報サービス」事業：システム開発、ソフトウェア製品、情報関連商品 

 (2)「石油化学エンジニアリングサービス」事業：石油関連設備、制御システムの設計調達販売、 

                        プロジェクトマネジメント 

  

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

  

(注) 1. 事業の区分は、サービス、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主なサービス及び製品等 

 (1)「情報サービス」事業：システム開発、ソフトウェア製品、情報関連商品 

 (2)「石油化学エンジニアリングサービス」事業：石油関連設備、制御システムの設計調達販売、 

                        プロジェクトマネジメント 

3. 会計方針の変更  

 第１四半期連結会計期間から「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）を適用して

おります。  

 これらによる当第２四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。  

  

 
「情報サービ
ス」事業 
(千円)

「石油化学エン
ジニアリングサ
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 

4,495,130 1,126,858 5,621,989 ― 5,621,989 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ― 

計 4,495,130 1,126,858 5,621,989 ─ 5,621,989 

営業利益又は営業損失(△) 643,325 △28,874 614,450 (286,532) 327,918 
 

 
「情報サービ
ス」事業 
(千円)

「石油化学エン
ジニアリングサ
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 

8,475,196 1,649,348 10,124,544 ― 10,124,544 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ― 

計 8,475,196 1,649,348 10,124,544 ─ 10,124,544 

営業利益又は営業損失（△) 590,039 △4,727 585,312 (435,121) 150,191 
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【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７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

(注) 1.  国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

  

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

  

(注) 1. 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

2. 会計方針の変更  

 第１四半期連結会計期間から「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）を適用して

おります。  

 これらによる当第２四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。   

  

 
日本 
(千円)

中国  
(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 

2,843,593 2,778,395 5,621,989 ― 5,621,989 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ 212,460 212,460 (212,460) ― 

計 2,843,593 2,990,855 5,834,449 (212,460) 5,621,989 

営業利益 187,277 428,874 616,151 (288,232) 327,918 
 

 
日本 
(千円)

中国  
(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 

5,544,141 4,580,403 10,124,544 ― 10,124,544 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ 384,641 384,641 (384,641) ― 

計 5,544,141 4,965,044 10,509,185 (384,641) 10,124,544 

営業利益 22,026 569,082 591,108 (440,917) 150,191 
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【海外売上高】 

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

  

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 海外売上高は、当社（本邦）以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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

  

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 海外売上は、当社（本邦）以外の国又は地域における売上高であります。 

3. 会計方針の変更  

 第１四半期連結累計期間から「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）を適用して

おります。  

 これらによる海外売上高に与える影響はありません。  

  

 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,742,458 3,150 2,745,608 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,621,989 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

48.8 0.0 48.8 
 

 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,447,659 5,954 4,453,613 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 10,124,544 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

43.9 0.1 44.0 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

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

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

す。  

 当社は、システム開発を中心とした情報サービスの提供を行っており、国内においては当社を中心に、

海外においては中国の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位で

あり、日中の開発・販売体制において各社の強みを生かした事業活動を展開しております。  

 したがって、当社は、開発・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」

及び「中国」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、システム開発のほか、ソ

フトウェア製品を開発・販売及び情報関連商品を販売しております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

  

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

  

   (単位：千円) 

 日本 中国 合計

売上高    

  外部顧客への売上高 5,741,223 2,113,299 7,854,522 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

─ 609,797 609,797 

計 5,741,223 2,723,096 8,464,320 

セグメント利益又は損失
（△） 

△12,737 73,855 61,118 
 

   (単位：千円) 

 日本 中国 合計

売上高    

  外部顧客への売上高 3,127,903 1,045,520 4,173,423 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

─ 378,687 378,687 

計 3,127,903 1,424,207 4,552,110 

セグメント利益 117,516 118,362 235,878 
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

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

  

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

  

４ 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２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変

動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

(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。 

  

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 61,118 

セグメント間取引消去 △5,494 

四半期連結損益計算書の営業利益 55,623 
 

 (単位：千円) 

利益 金額

報告セグメント計 235,878 

セグメント間取引消去 △6,903 

四半期連結損益計算書の営業利益 228,975 
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(金融商品関係) 

金融商品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。 

  
(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。 

  
(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。 

  
(賃貸等不動産関係) 

賃貸等不動産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。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

  

(注)  １株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

  

 14,037.42円
 

 

  

 15,518.80円
 

 

 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 973.96円
 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 977.98円
 

 

 

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

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

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千
円) 

△461,531 △701,086 

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △461,531 △701,086 

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) 473,870 716,870 

四半期純利益調整額（千円） ─ ─ 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株) 

─ ─ 

普通株式増加数(株) ─ ─ 
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第２四半期連結会計期間 

  

(注)  １株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

  

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

著しい変動がないため記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(自 平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 429.71円
 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失 455.48円
 

 

 

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

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

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千
円) 

△203,628 △326,516 

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △203,628 △326,516 

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) 473,870 716,870 

四半期純利益調整額（千円） ─ ─ 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株) 

─ ─ 

普通株式増加数(株) ─ ─ 
 

２ 【その他】
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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。 

─ 36 ─



  
平成27年２月６日

株式会社ＳＪＩ 

取締役会  御中 

  

  

  
私たちは、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ＳＪＩの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30

日まで)に係る訂正後の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、私たち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。 

私たちは、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。 

私たち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ＳＪＩ及び連結子会社の平成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。 

  
追記情報 

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項

の規定に基づき四半期連結財務諸表を訂正している。私たちは訂正後の四半期連結財務諸表について四半期

レビューを行った。 

  
会社と私たちとの間には、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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

公認会計士赤坂事務所 公認会計士    赤    坂   満    秋    印 
 

公認会計士海生裕明事務所 公認会計士    海    生    裕    明    印 
 



  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年２月６日 

【会社名】 株式会社ＳＪＩ 

【英訳名】 ＳＪＩ Ｉｎｃ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 石濱 人樹 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません 

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番８号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  

  
 



当社代表取締役会長兼社長 石濱 人樹は、当社の第22期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平

成22年９月30日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されて

いることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


