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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 1,099 ― 14 ― 28 ― 23 ―
20年6月期第1四半期 2,090 59.4 119 △40.1 123 △38.7 57 △54.0

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6月期第1四半期 93.38 ―
20年6月期第1四半期 234.22 234.22

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6月期第1四半期 5,003 3,936 78.7 15,950.63
20年6月期 5,133 4,082 79.5 16,542.17

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  3,938百万円 20年6月期  4,082百万円

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6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  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2四半期連結累計期間 2,561 △21.6 207 ― 209 ― 119 ― 485.30
通期 5,962 △10.9 654 56.7 674 67.0 322 ― 1,305.15

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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。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.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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6月期第1四半期  263,400株 20年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  16,618株 20年6月期  16,618株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  246,782株 20年6月期第1四半期  246,782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 

    当社の企業集団は、当社、子会社３社で構成されており、ソフトウェアの開発、販売、保守とハードウ

ェアの販売を主な事業内容としています。 

   当第１四半期連結会計期間においては、世界的な金融危機の影響による国内経済の悪化への懸念を背景

とした企業業績の悪化や設備投資の減少がみられ、当社の主要な事業領域であるクレジットカードや証券、

金融の各業界においても、システム投資を選別し抑制する傾向が強まりつつあり、事業環境は総じて厳し

さを増しています。 

   このような状況ながら、当社においては既存の顧客による案件を中心としてこれまで順調に事業を進め

ています。 

当第１四半期連結会計期間においては、売上高 1,099 百万円（前年同四半期 2,090 百万円）、経常利益

28 百万円（前年同四半期 123 百万円）、四半期純利益 23 百万円（前年同四半期 57 百万円）となりました。 

前年同四半期（自平成 19 年７月１日 至平成 19 年９月 30 日）との比較においては減収となりますが、

前年同四半期は、カードビジネスのフロント業務において、顧客会社数社のシステム共同化のための大型

開発案件１件による約 1,100 百万円の売上が、売上高に含まれているためであり、前々年同四半期（自平

成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日）売上高 1,311 百万円、前々々年同四半期（自平成 17 年７月１

日 至平成 17 年９月 30 日）売上高 709 百万円のとおり、当第１四半期において事業内容が特に変化し、

悪化しているためではありません。 

 

 （参考）連結売上高の推移 
（単位：百万円） 

 
平成18年６月期 
第１四半期末 

平成19年６月期 
第１四半期末 

平成20年６月期 
第１四半期末 

平成21年６月期 
第１四半期末 

売上高 709 1,311 2,090 1,099 

 

    当第１四半期連結会計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

     カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びに「NET+１」パッケージ販売や ASP サービス提供、ハードウェア販

売等により、当第１四半期連結会計期間の売上高は 704 百万円（前年同四半期売上高 1,774 百万円）、営

業利益は 293 百万円（前年同四半期営業利益 551 百万円）となりました。 

 

・システムソリューション業務 

     システムソリューション業務においては、当社の主要顧客である証券会社、信託銀行からのシステム

開発受託及びシステム保守並びにクレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」パッケージ販売、

クレジット決済ネットワーク接続パッケージ「FEXICS」販売等により当第１四半期連結会計期間の売上

高は 234 百万円（前年同四半期売上高 199 百万円）、営業利益は２百万円（前年同四半期は３百万円の営

業損失）となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

     セキュリティシステム業務においては、内部情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセ

キュリティ製品の販売等により当第１四半期連結会計期間の売上高は 161 百万円（前年同四半期売上高

116 百万円）、営業損失は 112 百万円（前年同四半期営業損失 291 百万円）となりました。 

 

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１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、5,003

百万円になりました。これは主に、受取手形及び売掛金 375 百万円の減少、たな卸資産 280 百万円の増

加によるものであります。 
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（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 15 百万円増加し、1,067

百万円となりました。これは主に、未払法人税等 70 百万円の減少及び賞与引当金 110 百万円の増加によ

るものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 145 百万円減少し、

3,936 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 100 百万円の減少によるものであります。 

 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は 1,478 百万円となり、前連結会計年度末に

比べて、54 百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、61 百万円の収入（前年

同期は 1,187 百万円の収入）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額 280 百万円及び法人税等

の支払額 93 百万円がありましたが、賞与引当金の増加額 110 百万円及び売掛債権の減少額 363 百万円が

あったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、31 百万円の支出（前年

同期は 146 百万円の収入）となりました。これは主に、無形固定資産取得による支出額 21 百万円による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、67 百万円の支出となり

ました。これは、配当金の支払による 67 百万円の支出があったためであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 20 年８月 19 日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

 

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が無い

と認められるため、前連結会計期間末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② 棚卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  ③ 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。 

  ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 
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（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 

    会計処理基準に関する事項の変更 

  ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

    「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 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」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企

業会計基準適用指針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   「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。 

    これに伴う、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

  ③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

    「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

    これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響はありません。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 



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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,480,660 1,534,841

受取手形及び売掛金 739,960 1,115,032

たな卸資産 593,947 313,680

その他 404,020 371,087

貸倒引当金 △9,800 △14,710

流動資産合計 3,208,788 3,319,932

固定資産   

有形固定資産 410,754 418,290

無形固定資産 167,411 159,618

投資その他の資産   

その他 1,321,976 1,363,771

貸倒引当金 △105,228 △127,768

投資その他の資産合計 1,216,747 1,236,002

固定資産合計 1,794,914 1,813,911

資産合計 5,003,702 5,133,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 385,422 324,191

未払法人税等 34,834 105,242

賞与引当金 110,821 －

役員賞与引当金 5,512 10,954

受注損失引当金 － 7,500

事業所閉鎖損失引当金 91,085 85,790

その他 263,543 372,285

流動負債合計 891,218 905,963

固定負債   

退職給付引当金 127,937 98,352

役員退職慰労引当金 47,618 46,617

その他 600 600

固定負債合計 176,156 145,569

負債合計 1,067,375 1,051,533

－ 5 －



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 568,778 568,778

利益剰余金 3,831,208 3,931,555

自己株式 △1,280,609 △1,280,609

株主資本合計 3,963,127 4,063,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,993 44,056

為替換算調整勘定 △41,793 △25,220

評価・換算差額等合計 △26,800 18,836

純資産合計 3,936,327 4,082,310

負債純資産合計 5,003,702 5,133,844

－ 6 －



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,099,340

売上原価 611,826

売上総利益 487,514

販売費及び一般管理費 472,901

営業利益 14,612

営業外収益  

受取利息 1,180

為替差益 12,417

その他 1,726

営業外収益合計 15,324

営業外費用  

コミットメントフィー 1,418

その他 295

営業外費用合計 1,713

経常利益 28,223

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,978

匿名組合投資利益 16,337

特別利益合計 22,316

特別損失  

過年度退職給付費用 13,021

その他 2,873

特別損失合計 15,895

税金等調整前四半期純利益 34,644

法人税、住民税及び事業税 33,648

法人税等調整額 △22,048

法人税等合計 11,599

四半期純利益 23,044

－ 7 －



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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 34,644

減価償却費 21,707

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,450

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,821

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,441

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 5,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,001

受取利息及び受取配当金 △1,180

コミットメントフィー 1,418

匿名組合投資損益（△は益） △16,337

投資有価証券評価損益（△は益） 2,873

売上債権の増減額（△は増加） 363,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △280,266

仕入債務の増減額（△は減少） 58,790

その他 △137,427

小計 153,672

利息及び配当金の受取額 1,014

コミットメントフィーの支払額 △290

法人税等の支払額 △93,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,291

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △149

有形固定資産の取得による支出 △7,037

無形固定資産の取得による支出 △21,887

保険積立金の積立による支出 △4,523

その他 2,277

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,320

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △67,126

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,126

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,197

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,478,622

－ 8 －
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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 

  ａ．事業の種類別セグメント情報 

    当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益   

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
704,140 234,045 161,154 1,099,340 ― 1,099,340

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 704,140 234,045 161,154 1,099,340 ― 1,099,340

営業利益又は営業損失(△) 293,872 2,041 △112,767 183,146 （168,534) 14,612

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      銀行、証券会社におけるトレーディング、ディーリング業務システムの構築、ミドルウェアの自社開発パッケー

ジ「RIX AGENT」と海外パッケージの販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 

３．「定性的情報・財務諸表等」の４．（3）③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第

18号）を適用しております。これによる各事業の損益に与える影響はありません。 

 

  ｂ．所在地別セグメント情報 

    当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  ｃ．海外売上高 

    当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

    海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の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 

    当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

    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等 

 （1） （要約）四半期連結損益計算書 

前年同四半期 
（平成20年６月期第１四半期）科 目 

金 額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,090,325

Ⅱ 売上原価 1,503,158

   売上総利益 587,167

Ⅲ 販売費及び一般管理費 467,988

   営業利益 119,178

Ⅳ 営業外収益 7,073

Ⅴ 営業外費用 2,681

   経常利益 123,570

Ⅵ 特別利益 13,023

Ⅶ 特別損失 339

  税金等調整前四半期純利益 136,254

  法人税、住民税及び事業税 9,700

  法人税等調整額 94,130

  少数株主損失 25,377

  四半期純利益 57,800

 

 

 

 




