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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,081 ― △118 ― △65 ― △34 ―

20年3月期第1四半期 3,262 26.5 △40 ― △29 ― △31 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △5.75 ―

20年3月期第1四半期 △5.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 7,514 5,145 68.5 852.15
20年3月期 8,840 5,282 59.7 874.91

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,145百万円 20年3月期  5,282百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 25.00 25.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 7,600 ― 180 ― 180 ― 90 ― 14.90
通期 17,000 6.3 900 21.5 900 23.3 480 20.9 79.49

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,278,400株 20年3月期  6,278,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  240,160株 20年3月期  240,140株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  6,038,251株 20年3月期第1四半期  5,938,605株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
2. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

 
１． 経営成績に関する定性的情報 

 

わが国の景気は、エネルギー・原材料価格高の影響などから引き続き減速しており、また、企

業収益は、交易条件の悪化などを背景に減少し、企業の業況感も引き続き慎重化しております。 

経済産業省が行っている特定サービス産業動態統計調査によりますと、情報サービス産業にお

ける受注ソフトウェアの平成 20 年 5月の売上高は、金融業向けなどが増加したことにより前年同

期比 4.6％増となるなど、総じて堅調に推移しております。しかしながら、納期、価格、機能な

どに対する顧客企業の要請は強く、厳しい受注環境は継続しております。 

当社の当第１四半期におきましては、商談発生から受注までの期間の長期化及び大型案件の端

境期にあることなどにより稼働率が低下いたしました。このような状況の中で当社は、受注の拡

大に取組むとともに、プロジェクト管理の徹底により生産性の向上、不採算プロジェクトの抑止

に努めました。 

その結果、当第１四半期の売上高は 3,081 百万円（前年同期比 5.5％減）、営業利益は △118

百万円（前年同期は △40 百万円）、経常利益は △65 百万円（前年同期は △29 百万円）、当四半

期純利益は、△34 百万円（前年同期は △31 百万円）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の変動状況 

【資産の部】 

前期末に比べ、仕掛品、現金及び預金の増加などがありましたが、売掛金の減少などがあり、

資産の部は 1,326 百万円減少し 7,514 百万円（前期末比 15.0％減）となりました。 

【負債の部】 

前期末に比べ、預り金の増加などがありましたが、短期借入金、未払費用の減少などがあり、

負債の部は 1,188 百万円減少し 2,368 百万円（前期末比 33.4％減）となりました。 

【純資産の部】 

前期末に比べ、その他有価証券評価差額金の増加がありましたが、繰越利益剰余金の減少な

どがあり、純資産の部は 137 百万円減少し 5,145 百万円（前期末比 2.6％減）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ 322 百万円増加し、1,900 百万

円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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】 

たな卸資産の増加、未払費用の減少などがありましたが、売上債権の減少などがあり、営業活動に

よるキャッシュ・フローは 691百万円となりました。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

投資有価証券の売却による収入、抵当証券の純減少などがありましたが、有価証券の取得に

よる支出などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは、 278 百万円となりました。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

借入金の純減少、配当金の支払などがあり、財務活動によるキャッシュ・フローは △648 百万

円となりました。 

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング㈱ (4687)　平成21年3月期　第１四半期決算短信（非連結）

－2－



 

３．業績予想に関する定性的情報 

景気の先行きについては、当面減速が続くものと予想されており、海外経済や国際金融資本市

場を巡る不確実性、エネルギー・原材料価格高の影響などに、引き続き注意する必要があります。 

このような状況の中で、当社を取り巻く経営環境も依然として厳しい状況が継続するものと考

えられますが、収益力の強化、人材の確保・育成などにより、業績の向上に鋭意取組んでおりま

す。平成 21 年 3 月期の業績につきましては、平成 20 年 5 月 8 日に発表した業績予想からの変更

はありません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年06月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年03月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,900,220 1,577,949

売掛金 1,894,634 3,950,714

有価証券 500,160 500,000

仕掛品 924,498 364,130

繰延税金資産 522,651 485,528

その他 104,795 187,126

貸倒引当金 △953 △1,743

流動資産合計 5,846,007 7,063,705

固定資産

有形固定資産 95,745 89,136

無形固定資産 75,241 85,108

投資その他の資産

投資有価証券 850,824 935,104

関係会社株式 7,280 7,280

繰延税金資産 48,597 69,839

差入保証金 580,826 579,257

その他 9,678 11,060

貸倒引当金 △174 △195

投資その他の資産合計 1,497,032 1,602,346

固定資産合計 1,668,019 1,776,591

資産合計 7,514,026 8,840,297

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 496,603 582,479

短期借入金 720,000 1,214,000

未払金 131,002 300,533

未払費用 640,832 1,007,976

未払法人税等 6,422 180,883

役員賞与引当金 10,000 30,000

受注損失引当金 15,771 9,775

その他 269,861 153,892

流動負債合計 2,290,494 3,479,540

固定負債

長期未払金 77,800 77,800

その他 260 －

固定負債合計 78,060 77,800

負債合計 2,368,555 3,557,340

純資産の部

株主資本

資本金 970,400 970,400

資本剰余金 831,743 831,743

利益剰余金 3,485,257 3,670,925

自己株式 △203,899 △203,883

株主資本合計 5,083,501 5,269,185

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 61,970 13,771

純資産合計 5,145,471 5,282,956

負債純資産合計 7,514,026 8,840,297
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年04月01日

 至 平成20年06月30日)

売上高 3,081,556

売上原価 2,601,566

売上総利益 479,989

販売費及び一般管理費合計 598,488

営業利益 △118,498

営業外収益

受取配当金 11,398

投資有価証券売却益 38,881

その他 6,404

営業外収益合計 56,683

営業外費用

支払利息 3,215

営業外費用合計 3,215

経常利益 △65,030

特別利益

貸倒引当金戻入額 810

特別利益合計 810

特別損失

固定資産除却損 781

特別損失合計 781

税引前四半期純利益 △65,001

法人税等 △30,290

四半期純利益 △34,710
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年04月01日

 至 平成20年06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 △65,001

減価償却費 16,432

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,996

受取利息及び受取配当金 △13,838

支払利息 3,215

投資有価証券売却損益（△は益） △38,881

売上債権の増減額（△は増加） 2,056,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △560,308

仕入債務の増減額（△は減少） △85,875

未払金の増減額（△は減少） △176,636

未払費用の増減額（△は減少） △367,090

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,109

その他 157,504

小計 860,486

法人税等の支払額 △168,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 691,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △6,851

投資有価証券の売却による収入 191,665

従業員に対する貸付けによる支出 △1,368

従業員に対する貸付金の回収による収入 2,760

関係会社貸付金の回収による収入 80,000

抵当証券の純増減額（△は増加） 200,000

利息及び配当金の受取額 13,957

その他 △1,461

投資活動によるキャッシュ・フロー 278,702

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） △494,000

自己株式の取得による支出 △16

利息の支払額 △3,052

配当金の支払額 △150,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △648,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 322,271

現金及び現金同等物の期首残高 1,577,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,900,220
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

(1)（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前第１四半期累計期間
(自 平成19年04月01日
 至 平成19年06月30日)

区分 金額(千円)

　Ⅰ 売上高 3,262,040

　Ⅱ 売上原価 2,611,653

　  売上総利益 650,387

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 691,019

　  営業損失（△） △ 40,631

　Ⅳ 営業外収益

　  受取利息 3,741

　   受取配当金 8,450

　  その他 832

　  営業外収益合計 13,023

　Ⅴ 営業外費用

　  支払利息 1,974

　  営業外費用合計 1,974

　   経常損失（△） △ 29,582

　Ⅵ 特別利益 0

　Ⅶ 特別損失 0

　   税引前四半期純損失（△） △ 29,582

　  法人税、住民税及び事業税 3,704

　  法人税等調整額 △ 2,111

　  四半期純損失（△） △ 31,176
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(2) 四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前第１四半期累計期間
(自 平成19年04月01日
 至 平成19年06月30日)

区分 金額(千円)

　Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税引前四半期純損失（△） △ 29,582

　 減価償却費 14,392

　 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,829

　 受取利息及び受取配当金 △ 12,191

　 支払利息 1,974

　 売上債権の増減額（△は増加） 1,958,299

　 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 437,447

　 仕入債務の増減額（△は減少） △ 175,370

　 未払金の増減額（△は減少） △ 162,998

　 未払費用の増減額（△は減少） △ 330,828

　 未払消費税等の増減額（△は減少） 11,748

　 その他 144,004

　 小計 987,829

　 法人税等の支払額 △ 59,499

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 928,330

　Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有価証券の取得による支出 △ 201,343

　 有価証券の売却等による収入 101,291

　 有形固定資産の取得による支出 △ 1,184

　 投資有価証券の取得による支出 △ 26,944

　 投資有価証券の売却による収入 163

　 従業員に対する貸付けによる支出 △ 2,200

　 従業員に対する貸付金の回収による収入 3,366

　 その他の貸付けによる支出 △ 50,000

　 利息及び配当金の受取額 10,653

　 その他 △ 1,080

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 167,276

　Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の増減額（純額） △ 194,000

　 自己株式の取得による支出 △ 135

　 利息の支払額 △ 2,157

　 配当金の支払額 △ 148,466

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 344,758

　Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 416,295

　Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,424,041

　Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,840,336
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6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　 当四半期における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

システム開発 2,546,329

システム製品販売等 55,237

合計 2,601,566

(注) 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

　 当四半期における受注状況を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

システム開発 1,653,233 6,199,190

システム製品販売等 47,165 52,960

合計 1,700,399 6,252,151

(注) 金額は、販売価格で記載しております。

(3) 販売実績

　 当四半期における販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

システム開発 3,021,426

システム製品販売等 60,130

合計 3,081,556
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