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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 6,234 ― 476 ― 443 ― 227 ―
20年3月期第3四半期 5,685 1.0 436 23.4 439 26.6 229 31.7

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 89.84 ―
20年3月期第3四半期 90.51 ―

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 4,985 3,584 71.6 1,409.90
20年3月期 5,246 3,521 66.9 1,385.34

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,571百万円 20年3月期  3,509百万円

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 50.00 50.00

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 8,500 4.8 680 5.4 685 6.5 350 2.3 138.15

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  無  

(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、２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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 平成20年５月８日に公表いたしました通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想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、実際の業績等は、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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照下さい。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  2,546,640株 20年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  13,395株 20年3月期  13,179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  2,533,345株 20年3月期第3四半期  2,533,579株
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  当第３四半期連結累計期間における日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安 

 と、米国景気の減速を背景とした急速な円高の進行や原材料価格の高騰の影響から、消費者物価の上昇が続き、個

 人消費の伸び悩みや企業収益の減少傾向が見られるなど、景気の減速基調が続いております。 

  情報サービス業界におきましても、景気動向を反映して顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が見られるほか、

 価格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状況にあります。 

  このような状況の中で、当社グループにおきましては、継続案件の維持・拡大及び事業会社の銀行業参入による

 業務拡大案件等の新規案件の受注に邁進し、特に金融業向けサービス、流通業向けサービスを中心に売上高は堅調

 に推移しました。 

  その結果、当社グループの売上高は6,234百万円となりました。また、営業利益は476百万円、経常利益は443百 

 万円、四半期純利益は227百万円となりました。 

  

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,985百万円となり、前連結会計年度末と比較して260百万円の減

 少となりました。また、負債合計は1,401百万円となり、前連結会計年度末と比較して323百万円の減少となりまし

 た。これらは主に、未払法人税等の支払によるものです。純資産は3,584百万円となり、前連結会計年度末と比較 

 して62百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率

 は71.6％と高い水準を維持することができました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は44百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額443百 

 万円等の資金増加、法人税等を含む未払金の支払額412百万円等の資金減少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） 

  投資活動の結果使用した資金は543百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出300百万円によ

 るものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は126百万円となりました。これは主に、配当金の支払額125百万円によるものであ

 ります。 

  

  当社グループを取り巻く厳しい環境は当面継続するものと考えられますが、当第３四半期における業績は概ね計

 画どおり推移しました。第４四半期におきましても主要３業種を中心に、引き続き堅調に推移することが見込まれ

 ることから当初発表（平成20年５月８日）の通期連結業績予想に変更はありません。 

  なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する

 さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

  

  該当事項はありません。 

   

   該当事項はありません。 

  

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 

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 

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 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚

  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、個別法 

  による原価法（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）により算定しております。

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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 ③ 売上高の計上基準の変更  

   売上高の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（会

  計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

  号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに

  伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、第１四半期連結会計期間以降に着手したプロ

  ジェクトから、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトに

  ついては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては工

  事完成基準（検収基準）を適用しております。 

   これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ42百万

  円増加しております。 
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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
(平成20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 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,454,828 1,710,121

売掛金 1,586,585 1,620,692

有価証券 600,000 600,000

仕掛品 75,053 34,864

その他 128,337 141,507

貸倒引当金 △2,642 △7,590

流動資産合計 3,842,163 4,099,595

固定資産   

有形固定資産 85,237 96,762

無形固定資産 3,769 3,823

投資その他の資産   

投資有価証券 419,876 455,661

その他 634,862 590,873

投資その他の資産合計 1,054,738 1,046,534

固定資産合計 1,143,745 1,147,119

資産合計 4,985,908 5,246,715

負債の部   

流動負債   

買掛金 390,713 473,104

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 50,019 192,590

賞与引当金 172,175 171,825

役員賞与引当金 22,650 37,700

その他 240,608 335,637

流動負債合計 1,176,167 1,510,856

固定負債   

退職給付引当金 60,540 60,641

役員退職慰労引当金 164,945 153,827

固定負債合計 225,485 214,469

負債合計 1,401,652 1,725,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,119,302 2,018,392

自己株式 △24,054 △23,784

株主資本合計 3,572,245 3,471,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,871 38,190

為替換算調整勘定 △4,500 △102

評価・換算差額等合計 △628 38,088

少数株主持分 12,639 11,695

純資産合計 3,584,256 3,521,389

負債純資産合計 4,985,908 5,246,715
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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 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,234,115

売上原価 5,129,825

売上総利益 1,104,290

販売費及び一般管理費  

役員賞与引当金繰入額 22,650

賞与引当金繰入額 16,212

退職給付費用 3,464

役員退職慰労引当金繰入額 11,155

貸倒引当金繰入額 548

その他 574,110

販売費及び一般管理費合計 628,141

営業利益 476,148

営業外収益  

受取利息 5,825

受取配当金 7,549

その他 2,216

営業外収益合計 15,592

営業外費用  

支払利息 4,002

投資有価証券評価損 40,210

その他 3,819

営業外費用合計 48,032

経常利益 443,708

税金等調整前四半期純利益 443,708

法人税、住民税及び事業税 218,772

法人税等調整額 △3,815

法人税等合計 214,956

少数株主利益 1,168

四半期純利益 227,583
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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 平成20年４月１日 
 至 平成20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 443,708

減価償却費 13,216

引当金の増減額（△は減少） △8,632

受取利息及び受取配当金 △13,375

支払利息 4,002

売上債権の増減額（△は増加） 34,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,189

仕入債務の増減額（△は減少） △82,390

その他 42,264

小計 392,712

利息及び配当金の受取額 12,702

利息の支払額 △3,340

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △357,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,682

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 25,000

有価証券の取得による支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △1,598

投資有価証券の取得による支出 △162,288

その他 △4,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △543,854

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 △269

配当金の支払額 △125,606

少数株主への配当金の支払額 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630,292

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,321,328
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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 

  

  
前年同四半期 

(平成20年３月期第３四半期) 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        5,685,612  100.0

Ⅱ 売上原価        4,664,059  82.0

売上総利益        1,021,553  18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        585,221  10.3

営業利益        436,331  7.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息      3,174            

２．受取配当金  6,512            

３．その他  1,666  11,353  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  3,835            

２．投資有価証券評価損  367            

３．支払手数料  3,202            

４. その他  301  7,706  0.2

経常利益        439,978  7.7

Ⅶ 特別損失                  

１．貸倒損失  15,904            

２．その他特別損失  207  16,112  0.3

税金等調整前四半期純利益        423,866  7.4

法人税、住民税及び事業税  193,371            

法人税等調整額  864  194,236  3.4

少数株主利益        309  0.0

四半期純利益        229,319  4.0
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（平成20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   423,866

減価償却費  16,840

引当金の増加額  25,295

受取利息及び受取配当金  △9,686

支払利息  3,835

売上債権の減少額  336,349

たな卸資産の増加額(△)   △134,260

仕入債務の減少額(△)  △91,621

その他  △13,117

小計  557,501

利息及び配当金の受取額  9,302

利息の支払額  △3,718

法人税等の支払額  △238,136

営業活動によるキャッシュ・フロー  324,949

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △18,068

投資有価証券の取得による支出  △10,320

その他  △4,046

投資活動によるキャッシュ・フロー  △32,434

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  △281

 配当金の支払額  △125,378

 少数株主に対する株式発行による収入  3,550

 少数株主に対する配当金の支払額  △200

財務活動によるキャッシュ・フロー  △122,310

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  170,204

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,678,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,848,326
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