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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 3,716 ― △590 ― △541 ― △334 ―

20年3月期第1四半期 3,604 28.4 △357 ― △296 ― △209 ―

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 △29.01 ―

20年3月期第1四半期 △18.23 ―

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 15,022 7,744 51.6 670.02
20年3月期 15,455 8,118 52.5 705.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,744百万円 20年3月期  8,118百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 10,500 ― 100 ― 120 ― 60 ― 5.21
通期 22,000 5.0 550 55.7 570 91.1 320 178.6 27.77

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、４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) 四半期連結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に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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  11,793,600株 20年3月期  11,793,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  235,062株 20年3月期  291,030株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,521,216株 20年3月期第1四半期  11,498,083株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の減速、原油高に起因する原材料から食料品に至る価格

の高騰等による企業収益の圧迫など、景気の先行きに不透明感が広がってきました。

　情報サービス産業の事業環境におきましては、大企業におけるコンプライアンス対策や基幹システム統

合／再構築、中堅・中小企業におけるシステム基盤の整備／強化、セキュリティ機能の拡充などへの継続

的なＩＴ投資の促進需要はあるものの、その投資時期や規模の見直しなど、やや抑制的な動きが見られま

す。

　このような状況下、当社グループは、顧客基盤の拡大・深耕およびアライアンスの強化など売上の拡大

に注力すると共に、サービス事業の拡大と品質管理の徹底を図り、生産性の向上と損益の改善に努めてま

いりました。

　この結果、当第１四半期の売上高は37億16百万円と、前年同期に比べ3.1％の増収となりました。

　一方、利益面につきましては、前年度から継続するプロジェクトの機能・性能面における顧客要求に対

する問題解決に予想以上の追加工数が発生、更に、パッケージソフト開発による費用増加により、営業損

失は５億90百万円（前年同期３億57百万円の損失）に、経常損失は５億41百万円（前年同期２億96百万円

の損失）に、四半期純損失は３億34百万円（前年同期２億９百万円の損失）と、当第１四半期においては

赤字決算となりました。

　当第１四半期の事業品目別の概況は次の通りです。

＜システム開発＞

システム開発の売上高では、製造業、サービス業など民需系のシステム開発に停滞感はあるものの、

官庁、地方自治体向けシステム開発や医療、通信事業者向けのシステム開発における売上を伸ばすこと

ができました。

　その結果、当第１四半期のシステム開発売上高は、21億31百万円(前年同期比9.8％増)となりました。

＜サービス＞

サービスの売上につきましては、パッケージ導入サービスなど顧客支援サービスがやや減少した一方、

ＡＳＰやホスティング、ハウジングサービスなどのストックビジネスやソフトウェア保守サービスが増

加したことから、売上高は７億94百万円（前年同期比6.7％増）となりました。

また、ハードウェア保守の売上につきましては、２億77百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

　その結果、当第１四半期のサービス売上高は、10億72百万円（前年同期比5.0％増）となりました。

＜システム機器等販売＞

システム機器等販売の売上高は、中堅・中小企業においてシステム機器購入時期の繰延べ、計画の見

直しが目立ちました。その結果、当第１四半期のシステム機器等販売売上高は、５億12百万円（前年同

期比20.1％減）となりました。

＜当社グループの四半期業績の特性について＞

わが国では官庁、自治体は予算年度が４月から翌３月が原則であり、民間では事業年度を４月１日

から翌３月31日までと定めている企業が多いためシステムの導入、検収は年度の節目である９月と３

月に集中する傾向にあります。これに伴い当社グループの業績の特徴として第２四半期末、第４四半

期末に検収が集中し、売上高・利益が高くなる一方、第１四半期と第３四半期は検収が少なく、他の

四半期よりも売上高・利益が低い水準となる傾向にあります。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期末における総資産は150億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億32百万円減少いた

しました。流動資産は104億65百万円となり、４億26百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金

の増加（17億73百万円）、受取手形及び売掛金の減少（33億10百万円）、仕掛品の増加（５億93百万円）等

であります。固定資産は45億57百万円となり、著しい変動はありませんでした。

（負債）

当第１四半期末における負債合計は72億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円減少いたし

ました。流動負債は42億47百万円となり、１億46百万円減少いたしました。主な要因は、未払金の減少

（３億49百万円）、未払法人税等の減少（２億１百万円）、賞与引当金の増加（１億50百万円）等でありま

す。固定負債は30億31百万円となり、87百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加（１億

35百万円）、退職給付引当金の減少（95百万円）等であります。

（純資産）

当第１四半期末における純資産合計は77億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億73百万円減少

いたしました。主な要因は、四半期純損失の計上（３億34百万円）、配当金の支払（92百万円）等でありま

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の52.5%から51.6%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、前連結会計年度末より17億73

百万円増加し、50億６百万円となりました。

　なお、当四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は15億74百万円となりました。主な要因は、売上債権の減少（34億６百万

円）による収入に対して、税金等調整前四半期純損失の計上（５億41百万円）及びたな卸資産の増加（８

億48百万円）等の支出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）

投資活動の結果獲得した資金は88百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却（１億円）等

による収入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）

財務活動の結果獲得した資金は１億14百万円となりました。主な要因は、長期借入金の借入（２億20百

万円）等による収入に対して、長期借入金の約定弁済（65百万円）及び配当金支払（92百万円）等の支出

によるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高につきましては、前期末の受注残もあり、当第１四半期においては前年同四半期を上回りました。

また、ＩＴ投資に対する抑制的な気配が見られる中においても、当第２四半期はある程度の売上が予想され、

連結・個別ともに、概ね従来予想の売上を確保できる見込みです。しかしながら、利益面につきましては、

当第１四半期の業績悪化をカバーするまでに至らず、従来の業績予想を下回る見込です。

　この結果、平成２０年５月１５日に公表した第２四半期累計の連結・個別の営業利益、経常利益、純利益

の業績予想について修正いたします。

　詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　なお、通期の業績予想(個別・連結)については、今後の計画の進捗状況を見極めた上で、必要に応じてあ

らためて公表する予定です。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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

・固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却費の額を期間按

分して算定しております。

なお、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。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 四半期連結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

①当連結会計年度より「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

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、これによる損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第16号）を第１四半期連結会計期間か

ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響は軽微であります。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円、％)

科  目

前年同四半期末
(平成20年3月期
第１四半期末) 

当四半期末
(平成21年3月期
第１四半期末)

増 減
（参考）前期末
(平成20年3月期末)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

（資産の部）

Ⅰ 流 動 資 産 10,747,982 10,465,744 △ 282,237 △ 2.6 10,891,807

　 現金及び預金 4,697,894 5,006,803 308,908 6.6 3,233,208

　 受取手形及び売掛金 3,140,569 2,881,448 △ 259,121 △ 8.3 6,191,998

　 有価証券 300,000 ─ △ 300,000 ─ ─

　 商品 337,803 465,678 127,874 37.9 210,882

　 仕掛品 1,554,240 1,336,759 △ 217,481 △ 14.0 742,915

　 繰延税金資産 509,120 605,812 96,691 19.0 386,633

　 その他 208,721 172,827 △ 35,894 △ 17.2 127,910

　 貸倒引当金 △ 369 △ 3,584 △ 3,215 871.3 △ 1,742

Ⅱ 固 定 資 産 5,228,604 4,557,213 △ 671,391 △ 12.8 4,564,010

　有形固定資産 344,259 354,748 10,489 3.0 340,552

　 土地 222,627 222,627 ─ ─ 222,627

　 その他（純額） 121,631 132,120 10,489 8.6 117,924

　無形固定資産 60,725 63,287 2,562 4.2 59,328

　投資その他の資産 4,823,620 4,139,177 △ 684,442 △ 14.2 4,164,130

　 投資有価証券 2,356,760 1,488,143 △ 868,617 △ 36.9 1,482,584

　 繰延税金資産 764,734 1,040,778 276,043 36.1 1,079,121

　 差入保証金 418,491 434,347 15,855 3.8 423,527

　 その他 1,355,015 1,264,887 △ 90,127 △ 6.7 1,251,256

　 貸倒引当金 △ 71,381 △ 88,978 △ 17,597 24.7 △ 72,358

資 産 合 計 15,976,587 15,022,958 △ 953,628 △ 6.0 15,455,818

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(単位：千円、％)

科  目

前年同四半期末
(平成20年3月期
第１四半期末) 

当四半期末
(平成21年3月期
第１四半期末)

増 減
（参考）前期末
(平成20年3月期末)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

（負債の部）

Ⅰ 流 動 負 債 4,439,339 4,247,442 △ 191,897 △ 4.3 4,394,418

　 支払手形及び買掛金 718,288 560,278 △ 158,010 △ 22.0 568,386

　 短期借入金 540,000 370,000 △ 170,000 △ 31.5 295,000

　  1年内返済予定の長期借入金 220,000 240,000 20,000 9.1 220,000

　 1年内償還予定の社債 680,000 580,000 △ 100,000 △ 14.7 580,000

　 未払金 1,282,043 1,298,168 16,124 1.3 1,647,312

　 未払法人税等 16,826 18,107 1,280 7.6 219,681

　 賞与引当金 676,024 721,353 45,329 6.7 570,400

　 その他 306,156 459,534 153,378 50.1 293,638

Ⅱ 固 定 負 債 3,516,990 3,031,023 △ 485,966 △ 13.8 2,943,384

　 社債 930,000 350,000 △ 580,000 △ 62.4 390,000

　 長期借入金 350,000 320,000 △ 30,000 △ 8.6 185,000

　 退職給付引当金 2,147,240 2,178,480 31,240 1.5 2,273,491

　 役員退職慰労引当金 33,250 38,050 4,800 14.4 36,850

　 長期未払金 56,500 144,492 87,992 155.7 58,043

負 債 合 計 7,956,330 7,278,465 △ 677,864 △ 8.5 7,337,803

（純資産の部）

Ⅰ 株 主 資 本 7,822,440 7,736,934 △ 85,506 △ 1.1 8,146,937

　 資本金 3,775,100 3,775,100 ─ ─ 3,775,100

　 資本剰余金 4,055,744 4,050,279 △ 5,464 △ 0.1 4,055,740

　 利益剰余金 104,338 2,645 △ 101,692 △ 97.5 428,879

　 自己株式 △ 112,741 △ 91,091 21,650 △ 19.2 △ 112,782

Ⅱ 評価・換算差額等 197,816 7,558 △ 190,257 △ 96.2 △ 28,921

　  その他有価証券評価差額金 189,889 4,810 △ 185,079 △ 97.5 △ 39,838

　 為替換算調整勘定 7,926 2,748 △ 5,178 △ 65.3 10,916

純 資 産 合 計 8,020,257 7,744,492 △ 275,764 △ 3.4 8,118,015

負 債 純 資 産 合 計 15,976,587 15,022,958 △ 953,628 △ 6.0 15,455,818

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

決算短信 2008年08月01日 13時35分 06205xe01_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－6－



日本コンピューター・システム㈱(9709)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

(単位：千円、％)

科 目

前年同四半期
(平成20年3月期
第1四半期)

当四半期
(平成21年3月期
第1四半期)

増 減
(参考)前期

(平成20年3月期)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

 Ⅰ 売上高 3,604,933 3,716,458 111,525 3.1 20,953,488

 Ⅱ 売上原価  2,988,174 3,249,394 261,220 8.7 16,746,751

売上総利益 616,758 467,064 △ 149,694 △ 24.3 4,206,737

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 974,329 1,057,440 83,111 8.5 3,853,599

営業利益又は営業損失(△) △ 357,570 △ 590,376 △ 232,805 ─ 353,138

 Ⅳ 営業外収益 71,920 58,557 △ 13,363 △ 18.6 176,090

 Ⅴ 営業外費用 11,254 10,092 △ 1,161 △ 10.3 230,993

経常利益又は経常損失(△) △ 296,904 △ 541,911 △ 245,007 ─ 298,234

 Ⅵ 特別利益 906 ─ △ 906 ─ ─

 Ⅶ 特別損失 27,235 ─ △ 27,235 ─ 62,333

税金等調整前四半期(当期)
純利益(△は損失)

△ 323,233 △ 541,911 △ 218,678 ─ 235,900

法人税、住民税及び事業税 3,653 3,653 ─ ─ 273,125

法人税等調整額 △ 117,220 △ 211,352 △ 94,132 ─ △ 152,099

法人税等合計 △ 113,566 △ 207,699 △ 94,132 ─ △ 121,026

四半期(当期)純利益
(△は損失)

△ 209,666 △ 334,212 △ 124,546 ─ 114,874

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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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)

科 目

前年同四半期
(平成20年3月期
第1四半期)

当四半期
(平成21年3月期
第1四半期)

(参考)前期
(平成20年3月期)

金 額 金 額 金 額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　  税金等調整前四半期(当期)純利益 (△は損失) △ 323,233 △ 541,911 235,900

　  減価償却費 10,086 10,230 47,246

　  退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,827 △ 95,011 171,079

　  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 61,200 1,200 △ 57,600

　  賞与引当金の増減額（△は減少） 200,385 150,953 94,262

　  受取利息及び受取配当金 △ 20,259 △ 19,386 △ 91,275

　  仕入割引 △ 5,688 △ 4,278 △ 16,525

　  支払利息 7,820 5,981 32,224

　  売上債権の増減額（△は増加） 3,181,711 3,406,304 130,105

　  たな卸資産の増減額（△は増加） △ 996,823 △ 848,639 △ 58,577

　  仕入債務の増減額（△は減少） △ 412,749 △ 332,624 △ 180,893

　  未払金の増減額（△は減少） 23,853 110,427 △ 56,914

　  投資有価証券評価損益（△は益） △ 35,107 △ 25,924 188,572

　  投資有価証券売却損益（△は益） △ 1,873 △ 250 △ 16,562

　  未払消費税等の増減額（△は減少） △ 42,307 △ 71,345 27,787

　  その他 △ 74,367 8,884 14,576

小 計 1,495,075 1,754,608 463,406

　  利息及び配当金の受取額 20,444 19,216 91,758

　  仕入割引の受取額 4,150 3,073 17,431

　  利息の支払額 △ 7,223 △ 6,506 △ 32,429

　  法人税等の支払額 △ 72,700 △ 195,756 △ 158,592

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,439,746 1,574,635 381,573

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　  定期預金払戻しによる収入 336,905 ─ 436,905

　  有価証券の取得による支出 △ 300,000 ─ △ 590,889

　  有価証券の売却等による収入 ─ ─ 590,889

　  投資有価証券の取得による支出 △ 230,599 △ 4,217 △ 741,855

　  投資有価証券の売却等による収入 29,381 100,000 815,306

　  有形固定資産の取得による支出 ─ △ 700 △ 14,727

　  有形固定資産の売却による収入 174,065 ─ 174,065

　  無形固定資産の取得による支出 △ 2,688 △ 4,347 △ 13,078

　  その他 △ 1,263 △ 2,231 △ 7,639

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,800 88,503 648,975

 Ⅲ 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） 25,000 75,000 △ 220,000

　  長期借入れによる収入 ─ 220,000 ─

　  長期借入金の返済による支出 △ 55,000 △ 65,000 △ 220,000

　  社債の償還による支出 △ 40,000 △ 40,000 △ 680,000

　  配当金の支払額 △ 91,966 △ 92,020 △ 91,966

　  その他 2,342 16,230 2,297

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 159,623 114,209 △ 1,209,668

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △ 3,753 388

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,285,955 1,773,594 △ 178,730

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,411,939 3,233,208 3,411,939

 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 4,697,894 5,006,803 3,233,208
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

当社グループはソフトウェア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連機

器及びソフトウェア開発の両面を事業分野としております。

顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウェア開発を事業内容としており不可分

の営業形態でありますので、セグメント情報として開示する事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

(6) 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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