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（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。 

  

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２四半期連結 
累計期間 

第42期 
第２四半期連結 
累計期間 

第41期 
第２四半期連結 
会計期間 

第42期 
第２四半期連結 
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）  4,469,963  4,651,122  2,742,227  2,684,017  10,145,565

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円）  112,048  △6,312  317,403  157,615  324,839

四半期（当期）純利益又
は四半期純損失（△） 

（千円）  115,905  △21,744  245,120  82,984  220,495

純資産額 （千円） ─ ─  7,507,478  7,514,267  7,625,229

総資産額 （千円） ─ ─  9,449,128  9,569,143  10,385,816

１株当たり純資産額 （円） ─ ─  2,133.58  2,133.83  2,165.17

１株当たり四半期（当
期）純利益金額又は 
四半期純損失金額（△） 

（円）  33.13  △6.21  70.05  23.72  63.02

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 （％） ─ ─  79.0  78.0  72.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  642,199  △630,361 ─ ─  1,474,282

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  △1,211,126  △677,121 ─ ─  △1,707,786

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  △124,888  △153,064 ─ ─  △44,888

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高 

（千円） ─ ─  1,398,368  353,242  1,813,790

従業員数 （人） ─ ─  766  842  802
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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）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、主要な関係会社の異動もありません。 

  

 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）連結会社における状況 

（注） 従業員数は就業人員（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
への出向者及び常用パートを含んでおります。）であります。 

  
(2）提出会社の状況 

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者及び常用パートを含んでおり
ます。）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】 

  平成22年９月30日現在

従業員数（人）  842

  平成22年９月30日現在

従業員数（人）  642
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(1）生産実績 
当第２四半期連結会計期間の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）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
(2）受注状況 
当第２四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  
 （注）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２四半期連結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。 

  
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業  2,495,012  －

民間事業  807,826   －

計  3,302,839  －

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 
（％） 

公共事業  1,413,175  －  932,758  －

民間事業  1,061,395  －  871,070  －

計  2,474,570  －  1,803,829  －

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業  1,551,337  －

民間事業  1,132,680   －

計  2,684,017  －
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当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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の重要な変更はありません。  
  

 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は行われておりません。 
  

(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、アジアを中心とする海外経済の改善などを背景に、緩やか

ながら、景気の自律的回復への基盤は整いつつあるものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、回復実感の伴わ
ない状況にあります。 
こうした中、当社の事業においては、文教ビジネス、流通ビジネス、組み込みビジネスの売上は順調に推移し

たものの、公共ビジネス、ガスビジネス、医療ビジネスの不調により、連結ベースでの売上高は 千円
（前年同期比 2.1％減）となりました。 
一方、利益面では、公共ビジネス、ガスビジネス、組み込みビジネス等の更なる事業拡大のための先行投資と

して人件費、経費が増加した結果、営業利益は 千円（前年同期は298,011千円）、経常利益は 千円
（前年同期は317,403千円）となりました。当四半期純利益は 千円（前年同期は245,120千円）となりまし
た。 
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりです。 
（公共事業セグメント） 
公共事業セグメントでは公共投資が減少する中、地元自治体と共同で開発中の超次世代電子行政システム（商

品名 Ｇ．Ｂｅ＿Ｕ）の上市を最重要課題に、営業体制の強化、複数自治体への導入体制の強化を図りました。 
この結果、売上高は1,551,148千円となり、セグメント利益は267,404千円となりました。 
（民間事業セグメント） 
ガスビジネスは、準大手企業、ＬＰガス卸売企業との事業拡大を図るべく、エンジニアリングプロセスの改善

や事業拡大を想定した体制の整備等の提案を行なえる人材の育成を進めております。 
組込みビジネスは、大手自動車メーカーの制御設計分野のモデルベース開発コンサルティング事業拡大のため

の要員の増強ならびに育成に努めております。 
また、流通ビジネスで小売店向け等のソフトウェア受託開発売上等が堅調に推移したこと等により、売上高は 

1,132,869千円となり、セグメント利益は108,325千円となりました。 

  

(2）財政状態の分析 
（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 千円となり、前連結会計年度末に比べ
1,130,281千円の減少となりました。これは主に、買掛金、未払金等の支払による仕入債務の圧縮や未払法人税等
の支払及び無形固定資産の開発投資の増加等によるものであります。 
（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 千円となり、前連結会計年度末に比べ313,608
千円の増加となりました。これは主に、超次世代電子行政システム(商品名 Ｇ．Ｂｅ＿Ｕ）への開発投資によりソ
フトウエア仮勘定が増加した事等によるものであります。 
（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 千円となり、前連結会計年度末に比べ
772,011千円の減少となりました。これは主に、未払法人税等及び買掛金が減少した事等によるものであります。 
（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 千円となり、前連結会計年度末に比べ66,299千
円の増加となりました。これは主に、リース債務が増加した事等によるものであります。 
（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は 千円となり、前連結会計年度末に比べ110,961千
円の減少となりました。これは主に、配当金の支払いにより利益剰余金が減少した事等によるものであります。 

  

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】 

2,684,017

148,916 157,615
82,984

4,357,497

5,211,646

1,293,054

761,820

7,514,267
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(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、前連結会計年度末に比
べ1,460,548千円減少し353,242千円となりました。 
  当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が155,822千円となったものの、売掛債権の
増加等により479,558千円（前年同期比△125,783千円）の支出となりました。この結果、当第２四半期連結累計期
間では630,361千円の支出（前年同期は642,199千円の収入）となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、超次世代電子行政システム(商品名 Ｇ．Ｂｅ＿Ｕ）への開発投資による
無形固定資産の増加により163,072千円（前年同期比△168,707千円）の支出となりました。この結果、当第２四半
期連結累計期間では677,121千円（前年同期比△534,004千円）の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出により25千円の支出がありました（前年同期
は資金の増減なし）。この結果、当第２四半期連結累計期間では153,064千円（前年同期比+28,176千円）の支出と
なりました。  

  
(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ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 
 当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は22,055千円であります。   
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(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。 

  

第３【設備の状況】 
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①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

  

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
(1) 【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  8,000,000

計  8,000,000

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  3,510,000  3,510,000

大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 
（スタンダード）  

単元株式数 
100株 

計  3,510,000  3,510,000 ― ― 

(2) 【新株予約権等の状況】 

(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】 

(4) 【ライツプランの内容】 

(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９月30日  ─  3,510,000  ―  1,966,900  ―  2,453,650
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①【発行済株式】 

  

(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 
（％） 

㈱ミツバ 群馬県桐生市広沢町1-2681  1,795  51.14

㈱横浜銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信
託銀行㈱） 

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 
（東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

 173  4.94

両毛システムズ従業員持株会 群馬県桐生市広沢町3-4025  81  2.30

㈱みずほコーポレート銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信
託銀行㈱） 

東京都千代田区丸の内1-3-3 
（東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

 65  1.85

セコム損害保険㈱ 東京都千代田区平河町2-6-2  65  1.85

㈲サンフィールド・インダストリー 群馬県桐生市巴町2-1890-18  59  1.68

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 
（常任代理人 日本マスタートラス
ト信託銀行㈱） 

東京都千代田区丸の内1-4-5 
（東京都港区浜松町2-11-3） 

 56  1.59

桐生瓦斯㈱ 群馬県桐生市仲町3-6-32  40  1.15

㈱柳栄精工 群馬県桐生市広沢町7-5050-1  40  1.15

㈱足利銀行  栃木県宇都宮市桜4-1-25  39  1.11

㈱群馬銀行 
（常任代理人 資産管理サービス信
託銀行㈱） 

群馬県前橋市元総社町194 
（東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

 39  1.11

㈱東和銀行  群馬県前橋市本町2-12-6    39  1.11

計 ─  2,492  71.01

(7) 【議決権の状況】 

  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） 
（自己保有株式） 

普通株式     11,000
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式    3,497,500  34,975 ― 

単元未満株式 普通株式         1,500 ― ― 

発行済株式総数  3,510,000 ― ― 

総株主の議決権 ―  34,975 ― 
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②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（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。 
  

 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において、役員の異動はありません。 

  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（％） 

（自己保有株式） 
株式会社両毛システムズ 

群馬県桐生市広沢町三丁目
4025番地 

 11,000 ―  11,000  0.31

計 ―  11,000 ―  11,000  0.31

２【株価の推移】 

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円）  698  581  481  475  470  487

最低（円）  525  460  428  440  443  450

３【役員の状況】 
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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。 

  

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、新宿監査法人に
よる四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】 
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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 412,103 1,172,698 
受取手形及び売掛金 1,659,428 1,807,879 
有価証券 466,428 400,612 
たな卸資産 ※1  449,424 ※1  397,326 

関係会社短期貸付金 100,000 700,000 
その他 1,270,581 1,009,877 
貸倒引当金 △470 △615 

流動資産合計 4,357,497 5,487,778 
固定資産   
有形固定資産 ※2  941,827 ※2  879,557 

無形固定資産   
ソフトウエア仮勘定 2,212,220 1,550,901 
その他 293,361 296,204 
無形固定資産合計 2,505,582 1,847,105 

投資その他の資産 1,764,235 2,171,374 
固定資産合計 5,211,646 4,898,037 

資産合計 9,569,143 10,385,816 

負債の部   
流動負債   
買掛金 523,864 626,995 
短期借入金 － 80,000 
未払法人税等 17,364 265,429 
賞与引当金 245,010 272,094 
受注損失引当金 3,508 2,027 
その他 503,306 818,518 
流動負債合計 1,293,054 2,065,066 

固定負債   
その他 761,820 695,520 
固定負債合計 761,820 695,520 

負債合計 2,054,875 2,760,587 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,966,900 1,966,900 
資本剰余金 2,453,650 2,453,650 
利益剰余金 3,065,577 3,157,303 
自己株式 △8,513 △8,477 

株主資本合計 7,477,614 7,569,376 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △11,413 6,657 

評価・換算差額等合計 △11,413 6,657 

少数株主持分 48,066 49,195 
純資産合計 7,514,267 7,625,229 

負債純資産合計 9,569,143 10,385,816 
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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 4,469,963 4,651,122 
売上原価 3,384,774 3,733,995 
売上総利益 1,085,189 917,126 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 439,860 422,381 
賞与引当金繰入額 62,894 20,844 
その他 512,360 506,895 
販売費及び一般管理費合計 1,015,115 950,120 

営業利益又は営業損失（△） 70,074 △32,993 

営業外収益   
受取利息 13,958 10,457 
受取配当金 5,733 6,228 
受取賃貸料 105,842 98,132 
その他 14,682 13,469 
営業外収益合計 140,217 128,288 

営業外費用   
支払利息 499 450 
賃貸収入原価 96,761 93,899 
その他 982 7,256 
営業外費用合計 98,243 101,606 

経常利益又は経常損失（△） 112,048 △6,312 

特別利益   
固定資産売却益 32 72 
賞与引当金戻入額 98,074 － 
その他 － 0 
特別利益合計 98,106 72 

特別損失   
固定資産売却損 － 511 
固定資産除却損 2,847 728 
投資有価証券評価損 2,725 17,727 
過年度損益修正損 － 7,652 
特別損失合計 5,573 26,619 

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（△） 204,581 △32,860 

法人税等 88,349 △13,034 
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） － △19,825 

少数株主利益 326 1,918 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 115,905 △21,744 
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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 ※1  2,742,227 ※1  2,684,017 

売上原価 ※1  1,968,717 ※1  2,096,050 

売上総利益 773,509 587,967 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 210,878 219,108 
賞与引当金繰入額 6,119 △29,641 
その他 258,499 249,583 
販売費及び一般管理費合計 ※1  475,498 ※1  439,050 

営業利益 298,011 148,916 
営業外収益   
受取利息 7,431 5,403 
受取配当金 18 21 
受取賃貸料 52,447 49,547 
その他 8,111 7,542 
営業外収益合計 68,009 62,514 

営業外費用   
支払利息 195 207 
賃貸収入原価 47,909 47,499 
その他 512 6,108 
営業外費用合計 48,616 53,815 

経常利益 317,403 157,615 
特別利益   
固定資産売却益 32 6 
賞与引当金戻入額 98,074 － 
その他 － 0 
特別利益合計 98,106 6 

特別損失   
固定資産売却損 － 320 
固定資産除却損 565 418 
過年度損益修正損 － 1,060 
特別損失合計 565 1,799 

税金等調整前四半期純利益 414,944 155,822 
法人税等 169,100 71,251 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 84,570 

少数株主利益 723 1,585 
四半期純利益 245,120 82,984 
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 204,581 △32,860 

減価償却費 61,429 65,006 
無形固定資産償却費 31,787 36,123 
前払年金費用の増減額（△は増加） 59,932 45,457 
賞与引当金の増減額（△は減少） △62,856 △27,084 
受注損失引当金の増減額（△は減少） △564 1,480 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 74 △145 
受取利息及び受取配当金 △19,692 △16,685 
投資有価証券評価損益（△は益） 2,725 17,727 
支払利息 499 450 
為替差損益（△は益） 156 18 
固定資産売却損益（△は益） △32 439 
固定資産除却損 2,847 728 
売上債権の増減額（△は増加） 589,263 89,354 
たな卸資産の増減額（△は増加） △154,363 △52,097 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △107,641 △177,426 
仕入債務の増減額（△は減少） △54,494 △449,533 
未払費用の増減額（△は減少） △7,156 △7,574 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 52,179 49,585 
その他の固定負債の増減額（△は減少） 40,066 78,569 
その他 90 － 

小計 638,833 △378,465 

利息及び配当金の受取額 18,288 16,491 
利息の支払額 △433 △394 
法人税等の支払額 △14,489 △267,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー 642,199 △630,361 

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 △180,000 △180,000 
定期預金の払戻による収入 247,000 180,000 
有価証券の取得による支出 － △16,007 
有価証券の売却による収入 249,680 100,000 
投資有価証券の取得による支出 △224,266 △79 
関係会社株式の取得による支出 △73,577 － 
投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,089 20,280 
有形固定資産の取得による支出 △42,500 △86,714 
無形固定資産の取得による支出 △1,190,550 △694,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,211,126 △677,121 
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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） △76,000 △80,000 
自己株式の取得による支出 － △36 
配当金の支払額 △41,988 △69,980 
少数株主への配当金の支払額 △6,900 △3,048 

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,888 △153,064 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △693,815 △1,460,548 

現金及び現金同等物の期首残高 2,092,183 1,813,790 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,398,368 ※1  353,242 
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該当事項はありません。 
  

【継続企業の前提に関する事項】 
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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 会計処理基準に関する事項の 
  変更 

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用 
    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に与える影響はありません。 
(2) 連結財務諸表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、「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）を適用しております。 

【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） 
「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）に基づく「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成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利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）」
の科目で表示しております。 

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） 
１ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「投資有価証券」（当第２四半期連結会計期間末の残高
780,746千円）は、資産の総額の100分の10以下となったため、「投資その他の資産」として一括して掲記すること
としました。 
２ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「長期前払費用」（当第２四半期連結会計期間末の残高
854,968千円）は、資産の総額の100分の10以下となったため、「投資その他の資産」として一括して掲記すること
としました。 

（四半期連結損益計算書関係） 
 「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）に基づく「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成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利益」の科目で表示しております。 
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【簡便な会計処理】 

  
  
  

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 棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ
正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２ 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４月１日  
 至 平成22年９月30日） 

 １ 税金費用の計算  当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する方法を
採用しております。   
 なお、「法人税等調整額」は、「法人税等」に含めて表示しております。 

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

当第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 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 
仕掛品 千円439,276
原材料及び貯蔵品 千円10,147

仕掛品 千円387,863
原材料及び貯蔵品 千円9,463

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

千円 3,087,562 千円 2,918,294

（四半期連結損益計算書関係） 

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 当社グループの売上高は第２四半期及び第４四半期
に集中する傾向にあります。当第２四半期連結会計期
間の売上高及び営業費用は第１四半期連結会計期間と
比較して増加しております。 

※１          同左 
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 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。 

  

（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 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 千円358,248
有価証券 千円550,023
関係会社短期貸付金 千円820,095

計 千円1,728,368
預入期間が３か月超の定期預金 千円△180,000

預入期間が３か月超の有価証券 千円△150,000

現金及び現金同等物 千円1,398,368

現金及び預金 千円412,103
有価証券 千円466,428
関係会社短期貸付金 千円100,000
その他  千円20,188

計 千円998,721
預入期間が３か月超の定期預金 千円△180,000

預入期間が３か月超の有価証券 千円△465,478

現金及び現金同等物 千円353,242

（株主資本等関係） 

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末 

普通株式（株）  3,510,000

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末 

普通株式（株）  11,035

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５月11日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金  69,980  20 平成22年３月31日 平成22年６月25日 
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 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）及び前第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） 
 当社及び連結子会社の事業は、情報処理関連事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメ
ントはありませんので、記載を省略しております。 

  

  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）及び前第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） 
 本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

 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）及び前第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） 
 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。 

  

（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）及び当第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、市場を公共と民間に区分し、市場別に成長の方向性を立案し、事業活動を展開しております。 
  したがって、当社は「公共事業」、「民間事業」の２つを報告セグメントとしております。 
「公共事業」は、地方自治体向けに住民情報、内部情報、戸籍情報等のパッケージシステム、自治体業務の
受託サービス、水道料金計算、学校・図書館向けのソリューションサービス等の公共市場をターゲットとし
た事業を展開しております。 
「民間事業」は、ガス・エネルギー、流通、製造、医療の民間市場をターゲットとしたソリューションサー
ビス等の事業を展開しております。 
  
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） 

（単位：千円）

（注）１ セグメント利益の調整額△522,133千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費 
     △96,083千円及び全社費用△425,050千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰 
     属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

（セグメント情報等） 
【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】 

【セグメント情報】 

  

報告セグメント 
合計 調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 公共事業 民間事業 

売上高           

外部顧客への売上高  2,582,109  2,069,012  4,651,122  －  4,651,122

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 △188  188  －  －  －

計  2,581,920  2,069,201  4,651,122  －  4,651,122

セグメント利益  390,311  97,828  488,139  △521,133  △32,993
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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）

（注）１ セグメント利益の調整額△226,813千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費 
     △54,477千円及び全社費用△172,335千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰 
     属しない一般管理費であります。 
   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  
  

当第２四半期連結会計期間末（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） 
 満期保有目的債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものにつきましては、前連結会計年度の
末日と比較して著しい変動はありません。 
  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 
 当社グループは、不動産賃借契約に基づき、契約終了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限が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、債務の履
行時期を予測することが難しく、資産除去債務を合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産
除去債務を計上しておりません。 
  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 
 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

報告セグメント 

合計 調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 公共事業 民間事業 

売上高        

外部顧客への売上高  1,551,337  1,132,680  2,684,017  －  2,684,017

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 △188  188  －  －  －

計  1,551,148  1,132,869  2,684,017  －  2,684,017

セグメント利益  267,404  108,325  375,729  △226,813  148,916

（金融商品関係） 

（有価証券関係） 

（デリバティブ取引関係） 

（ストック・オプション等関係） 

（企業結合等関係） 

（資産除去債務関係） 

（賃貸等不動産関係） 
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１ １株当たり純資産額 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
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 

（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は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報） 

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） 

円 2,133.83 円 2,165.17

項目 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） 

純資産の部の合計額（千円）  7,514,267  7,625,229

普通株式に係る純資産額（千円）  7,466,201  7,576,033

差額の主な内訳（千円） 
少数株主持分 

  
 48,066

 

 49,195

普通株式の発行済株式数（千株）  3,510  3,510

普通株式の自己株式数（千株）  11  10

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末
（期末）の普通株式の数（千株） 

 3,498  3,499

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） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額
（△）（円） 

 33.13  △6.21

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額（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） 

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  115,905  △21,744

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又は四半期純損失
（△）（千円） 

 115,905  △21,744

普通株式の期中平均株式数（千株）  3,499  3,499
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（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は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 
  

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） 
 リース取引残高は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。  
  

 該当事項はありません。 
  

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） 

１株当たり四半期純利益金額（円）  70.05  23.72

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額（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） 

四半期純利益（千円）  245,120  82,984

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）  245,120  82,984

普通株式の期中平均株式数（千株）  3,499  3,498

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

２【その他】 
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 該当事項はありません。 
  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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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９日

株式会社両毛システムズ 

取締役会 御中 

新宿監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員  公認会計士 田 中 信 行  ㊞ 

  
指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 橋 本   実  ㊞ 

 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
る株式会社両毛システムズの平成21年４月１日から平成22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、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、株式会社両毛システムズ及び連結
子会社の平成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22年11月４日

株式会社両毛システムズ 

取締役会 御中 

新宿監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員  公認会計士 田 中 信 行  ㊞ 

  
指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 橋 本 喜 一  ㊞ 

 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
る株式会社両毛システムズの平成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、株式会社両毛システムズ及び連結
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。 
  
 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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