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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,253 ― 597 ― 608 ― 353 ―

20年3月期第3四半期 7,821 ― 1,006 ― 1,043 ― 602 ―

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3四半期 12.69 12.62
20年3月期第3四半期 21.61 20.88

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3四半期 10,730 7,271 67.6 260.28
20年3月期 11,524 7,404 64.2 265.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,253百万円 20年3月期  7,389百万円

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 ― ― ― 9.50 9.50
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,000 10.2 1,700 1.9 1,750 6.2 900 5.5 32.36

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  

詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表】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） 

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、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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想等の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情
報】３．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号および「四半期財務諸表に関する会計基準」（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3四半期  29,430,000株 20年3月期  29,430,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,560,600株 20年3月期  1,620,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  27,847,830株 20年3月期第3四半期  27,801,958株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場

の混乱が経済活動全体に波及し、国内外ともに景気は急減速し、企業収益の悪化が顕著となりました。 

 当社グループの属する情報サービス業界でも、設備投資抑制や投資先送りをする傾向が出ており、経営環境は非常

に厳しい状態が続いております。 

 このような状況下、当社グループの第３四半期連結累計期間は、主力事業である金融機関向けのファイナンシャル

ソリューションシステムでは、延滞債権管理システムへの投資ニーズは旺盛で二桁以上の増収を続けているほか、ネ

ットワークソリューションでは、第２四半期からずれ込んだ大型案件の受注獲得に成功するなど、受注面では大幅増

となりました。しかしながら売上面では、お客様への納期が第４四半期に集中する傾向がますます強くなっており、

前年の第３四半期連結累計期間に比べ減収となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高7,253百万円、営業利益597百万円、経常利益608百万円、

四半期純利益353百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループのサービス部門ごとの業績は次のとおりであります。  

  

（システムソリューション） 

 主力のファイナンシャルソリューションシステムでは、銀行における基幹システムの共同化や貸金業における貸金

業法改正法の順次施行への対応やサービサーの事業拡大などに伴うシステム投資意欲が底堅く推移いたしました。受

注においては、バージョンアップが順調に進んでいる個人信用情報照会システム「ＭＩＣＳ（ミックス）２．０」の

受注が本格化したほか、現在地方銀行を中心に販売に注力しているテレマーケティングシステムについても見込み客

が増えつつあり、新規の受注を獲得いたしました。また、売上においては、自治体向け電話催告システム「ＣＡＲＳ

（キャルス）」を新規に納入したほか、地銀向けに圧倒的なシェアを誇る延滞債権管理システムもシェアを伸ばすな

ど堅調に推移いたしました。 

 コンタクトセンター向けソリューションでは、コールセンターの運用効率を高めるコンタクトセンター運用支援シ

ステム「Ｃａｌｌ Ｃｅｎｔｅｒ Ａｃｔｉｖｉｔｙ Ｓｕｉｔｅ（コールセンター・アクティビティ・スィート）

を開発し、販売を開始いたしました。既存顧客から大型の追加開発案件を受注したほか、大手通信事業者から新規の

受注を獲得いたしました。  

  通話録音装置を中心とするＣＴＩ（コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション）システムにつきまして

は、新プロダクトである「ＮｉｃｅＰｅｒｆｏｒｍ（ナイスパフォーム）」を金融機関に加えて、製造業、テレマー

ケティングなどのコールセンターへ納入いたしました。また、言語検索を行うための音声分析機能を付加した大規模

システムを外資系金融機関より受注いたしました。 

 映像分析による防犯システム「ＮｉｃｅＶｉｓｉｏｎ（ナイスビジョン）」につきましては、空港関連施設や都内

のマンションでの導入が決定いたしました。今後は、他の空港関連施設への展開を図るとともに、セキュリティを重

視するマンションへも注力し、販売拡大を図ってまいります。更に、新たな販路を開拓するため、鉄道関係の防犯監

視分野への展開を検討し、一部実証実験をはじめました。  

 eコマースシステムにつきましては、百貨店やファッション商材の本格的な販売に対応する機能を拡充したＥＣサ

イト「ＩＴＦＯＲｅＣ（アイティフォレック）２．０インフィニティ」の販売に注力し、百貨店、専門店などから受

注を獲得し、同サイトを利用したＥＣギフトサイトを導入した大手百貨店の売上増加に寄与するなど、高い評価を受

けております。又、子会社の㈱スナッピー・コミュニケーションズが開発した多店舗サイト運用管理システム「Ｓｎ

ａｃｌｅＭＳＳ（スナクル・エム・エス・エス）」を大手スーパーマーケットに納入いたしました。 

 流通システムにつきましては、「ＲＩＴＳ（リッツ）」と「ＩＴＦＯＲｅＣ（アイティフォレック）」の連携を実

現するギフト基幹システムおよび百貨店共通ギフトカードシステムの開発に着手し、販売を開始いたしました。引き

続き、百貨店・量販店向け基幹システム「ＲＩＴＳ」の拡販に注力し、また、大手百貨店より取引先との商品情報Ｅ

ＤＩ（電子データ交換）を前提とした商品管理システムを受注いたしました。 

 以上の結果、システムソリューション部門における売上高は、5,015百万円となりました。 

  

（ネットワークソリューション） 

 ネットワークソリューションにつきましては、データセンター市場向けのサーバ運用システムの販売は底堅く推移

したものの、案件大型化のため成約までの期間が長期化したことや、金融機関等における設備投資予算の見直しの影

響が大きく、セキュリティ基盤関連の大型案件は受注いたしましたが、売上については第４四半期以降であることか

ら、減収となりました。その結果、ネットワークソリューション部門における売上高は513百万円となりました。 

  

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 
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（カスタマーサービス） 

 カスタマーサービスにつきましては、保守サービスやＩＴ基盤構築サービスが引き続き堅調に推移しております

が、投資抑制の影響もあり、売上は前年同期と比べ横ばいにとどまりました。その結果、カスタマーサービス部門に

おける売上高は1,724百万円となりました。 

   

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第３四半期末の総資産は10,730百万円となり、前期末と比べ794百万円の減少となりました。この主な要因は、

法人税等の税金の支払い、仕入債務の支払い等により流動資産が減少したことによるものです。 

 負債は3,458百万円となり、前期末と比べ661百万円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の支払いや法

人税等の税金の支払いにより、流動負債が減少したことによります。 

 純資産は7,271百万円となり、前期末と比べ132百万円の減少となりました。この主な要因は、配当の支払いによる

利益剰余金の減少と、株式市況低迷の影響により、その他有価証券評価差額が減少したことによります。 

 なお、自己資本比率は、67.6％となっており、引き続き健全な財政状態を保っております。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末と比べ280百万円増加

し、3,772百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減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・フローの状況）  

 営業活動の結果増加した資金は533百万円となりました。主な増加要因は、売掛債権の減少1,023百万円、税金等調

整前四半期純利益608百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額564百万円、仕入債務の減少503百万円であ

ります。  

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 投資活動の結果増加した資金は115百万円となりました。主な増加要因は、有価証券の売却による収入3,193百万で

あり、主な減少要因は、有価証券の取得による支出2,095百万円、定期預金の預入れによる支出500百万円でありま

す。  

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

 財務活動の結果減少した資金は368百万円となりました。主な増加要因は、自己株式の処分による収入204百万円で

あり、主な減少要因は、自己株式の取得による支出319百万円、配当金の支払額262百万円であります。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、米国におけるサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場の混乱は、実

体経済にも影響を及ぼしており、景気の悪化は急速に進んでいることから、先行きは不透明な状況です。 

 このような状況下、当社グループでは、引き続き好調を維持している金融機関向けのファイナンシャルソリューシ

ョンシステムを中心に、目標実現に向け最大限の努力を継続中であります。通期の業績といたしましては当初の予想

通り、売上高13,000百万円、営業利益1,700百万円、経常利益1,750百万円、当期純利益900百万円を見込んでおりま

す。 

  

㈱アイティフォー（4743）　2009年3月期　第3四半期決算短信

3



 該当する事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理  

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

経営環境の著しい変化が生じておらず、一時差異の発生状況について前連結会計年度から大幅な変動がない

ため、前連結会計年度末の検討において使用した業績予想やタックスプランニングを利用しております。  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

    税金費用の計算  

税金費用については、当四半期連結会計期間を含む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

用後の実行税率を見積り、税引前四半期純利益に当期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。  

  

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） 

（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 

（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 

１．四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

 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。 

 なお、当第３四半期連結会計期間（2008年10月１日から2008年12月31日）については、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、商品及び貯蔵品については総平均法に基づく原価法によってお

り、また、仕掛品については個別法に基づく原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「たな卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商品及び貯

蔵品については総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）、仕掛品については個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）によりそれぞれ算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、69,247千円減少しております。  
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(2008年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,527,831 2,144,479

受取手形及び売掛金 1,516,889 2,540,455

有価証券 3,043,866 2,745,547

たな卸資産 1,165,595 883,659

その他 484,272 440,095

貸倒引当金 △234 △259

流動資産合計 7,738,220 8,753,977

固定資産   

有形固定資産 928,609 887,984

無形固定資産   

のれん 3,750 15,000

その他 441,700 195,611

無形固定資産合計 445,450 210,611

投資その他の資産   

その他 1,618,302 1,672,198

貸倒引当金 △142 －

投資その他の資産合計 1,618,159 1,672,198

固定資産合計 2,992,219 2,770,794

資産合計 10,730,439 11,524,772

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,501,196 2,004,369

未払法人税等 149,973 454,871

賞与引当金 231,750 396,150

その他 1,052,966 731,345

流動負債合計 2,935,887 3,586,736

固定負債   

退職給付引当金 278,430 254,425

役員退職慰労引当金 244,414 278,990

固定負債合計 522,845 533,415

負債合計 3,458,733 4,120,152
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(2008年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,124,669 1,124,669

資本剰余金 1,221,189 1,221,189

利益剰余金 5,640,848 5,723,318

自己株式 △651,712 △708,957

株主資本合計 7,334,994 7,360,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △78,411 33,842

繰延ヘッジ損益 △2,735 △4,162

評価・換算差額等合計 △81,146 29,680

少数株主持分 17,858 14,720

純資産合計 7,271,706 7,404,620

負債純資産合計 10,730,439 11,524,772
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

売上高 7,253,053

売上原価 4,476,849

売上総利益 2,776,203

販売費及び一般管理費 2,178,584

営業利益 597,619

営業外収益  

受取利息 19,174

受取配当金 10,416

負ののれん償却額 11

持分法による投資利益 786

その他 11,883

営業外収益合計 42,272

営業外費用  

支払利息 25

投資有価証券評価損 22,941

固定資産除却損 1,580

その他 6,591

営業外費用合計 31,139

経常利益 608,752

税金等調整前四半期純利益 608,752

法人税等 262,118

少数株主損失（△） △6,850

四半期純利益 353,484
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31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 608,752

減価償却費 216,021

負ののれん償却額 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △164,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,004

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 118

受取利息及び受取配当金 △29,591

支払利息 25

持分法による投資損益（△は益） △786

投資有価証券評価損益（△は益） 22,941

固定資産除却損 1,580

売上債権の増減額（△は増加） 1,023,280

たな卸資産の増減額（△は増加） △281,936

仕入債務の増減額（△は減少） △503,172

その他 180,579

小計 1,062,833

利息及び配当金の受取額 29,399

利息の支払額 △25

持分法適用会社からの配当金の受取額 5,500

法人税等の支払額 △564,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 533,000

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 △500,000

有価証券の取得による支出 △2,095,226

有価証券の売却による収入 3,193,323

有形固定資産の取得による支出 △210,376

無形固定資産の取得による支出 △188,402

投資有価証券の取得による支出 △103,079

その他 19,489

投資活動によるキャッシュ・フロー 115,728

財務活動によるキャッシュ・フロー  

少数株主からの払込みによる収入 10,000

自己株式の取得による支出 △319,413

自己株式の処分による収入 204,911

配当金の支払額 △262,398

その他 △1,503

財務活動によるキャッシュ・フロー △368,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,324

現金及び現金同等物の期首残高 3,491,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,772,080
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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。 

 なお、当第３四半期連結会計期間（2008年10月１日から2008年12月31日）については、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、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。  

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループは、システムインテグレーターとして、同一セグメントに属するソフトウェア開発、コンピュータ

及び関連商品のコンサルティングから保守・運用管理に至る事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がな

いため、該当事項はありません。   

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

海外売上高は、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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔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〕 

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（2007年４月１日～12月31日） 

   

科目 

前年同四半期
（2008年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,821,904

Ⅱ 売上原価  4,750,183

売上総利益  3,071,721

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,065,193

 営業利益  1,006,527

Ⅳ 営業外収益  50,275

Ⅴ 営業外費用  13,469

経常利益   1,043,333

Ⅵ 特別損失  55,699

税金等調整前四半期純利益  987,633

税金費用   393,650

少数株主損失   8,214

四半期純利益  602,197
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（2007年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期
（2008年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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純利
益 987,633 

 減価償却費 236,277 

 のれん償却額 55,699 

 賞与引当金の増減額（△
は減少） 

△232,850

 退職給付引当金の増減額
（△は減少） 14,903 

 役員退職慰労引当金の増
減額（△は減少） 25,150 

 貸倒引当金の増減額（△
は減少） 

△6,010

 受取利息及び受取配当金 △21,889

 支払利息 91 

 持分法による投資損益
（△は益） 

△16,328

 固定資産売却損益（△は
益） 

△111

 固定資産除却損 3,583 

 売上債権の増減額（△は
増加） 1,723,122 

 たな卸資産の増減額（△
は増加） 

△706,445

 仕入債務の増減額（△は
減少） 

△272,055

 その他 124,109 

小計 1,914,880 

 利息及び配当金の受取額 20,214 

 利息の支払額 △95

 法人税等の支払額 △702,235

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,232,764 
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前年同四半期
（2008年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

 定期預金の払戻しによる
収入 100,000 

 有価証券の取得による支
出 

△1,696,612

 有価証券の売却による収
入 1,097,914 

 有形固定資産の取得によ
る支出 

△66,083

 有形固定資産の売却によ
る収入 112 

 無形固定資産の取得によ
る支出 

△127,692

 投資有価証券の取得によ
る支出 

△300,509

 その他 △16,943

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,009,815

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 自己株式の取得による支
出 

△289,579

 自己株式の処分による収
入 209,753 

 配当金の支払額 △246,715

 その他 △4,863

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△331,404

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△108,455

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 3,576,610 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増減額 57,873 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 3,526,028 
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前第３四半期連結累計期間（自 2007年４月１日 至 2007年12月31日） 

当社グループは、システムインテグレーターとして、同一セグメントに属するソフトウェア開発、コンピュー

タ及び関連商品のコンサルティングから保守・運用管理に至る事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がなため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 2007年４月１日 至 2007年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔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〕 

前第３四半期連結累計期間（自 2007年４月１日 至 2007年12月31日） 

海外売上高は、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。  
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該当する事項はありません。  

  

６．その他の情報 
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