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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,069 ― 58 ― 93 ― △77 ―

20年3月期第3四半期 3,218 43.0 115 1.3 138 10.3 78 △35.5

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 △939.83 ―

20年3月期第3四半期 960.52 ―

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 4,449 3,002 67.5 36,611.73
20年3月期 4,930 3,218 65.3 39,245.92

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,002百万円 20年3月期  3,218百万円

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― 500.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 500.00 1,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,500 0.6 600 △10.6 620 △11.2 180 △56.1 2,195.12

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  無  

(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 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  82,000株 20年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  82,000株 20年3月期第3四半期  82,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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。  

Owner
ＯＤＫロゴ



 当第３四半期（平成20年10月１日～12月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機から、信用収縮と景況感

の悪化が急速に高まり、企業の設備投資意欲の後退が鮮明になっております。情報サービス業界におきましても、景

気先行きの不透明感から、IT投資抑制が進んでおり、売上高は３ヶ月連続で減少しております。〔経済産業省 特定

サービス産業動態統計（平成20年11月分確報）より〕 

 当第３四半期累計期間の売上高は、システム運用は順調に増加したものの（2,288,979千円 前年同期比16.2％

増）、前年同累計期間の大規模システム開発売上（株券電子化制度に係るアプリケーション開発の部分完成やシステ

ム災害復旧体制ネットワーク構築等（511,638千円））の剥落によって、 千円（前年同期比 4.6％減）とな

りました。同様の理由により、営業利益は 千円、経常利益は 千円となったほか、大阪センターの移転に

ともなう事務所移転費用（ 千円）を計上したことにより、四半期純損失は 千円となりました。このよ

うに損失計上となりましたが、通期の業績につきましては、株券電子化にともなうシステム開発等の売上計上が第４

四半期に見込まれることから、現時点においては予定どおりの見通しであります。 

 なお、当社事業は、システム開発の売上計上が顧客の決算期である３月に集中するほか、学校法人向け情報処理ア

ウトソーシングを中心とするシステム運用売上も第４四半期会計期間に急増するという特性があります。このため、

第３四半期累計期間の売上高及び利益共において、低い水準にとどまる場合があります。 

  

  

 当第３四半期末の総資産は、 千円と前事業年度末に比べ 千円減少しました。これは主に現金及び

預金、売掛金の減少等によるもので、当社業績が下期偏重であることに起因しております。負債については、主に未

払法人税等の減少により、 千円と前事業年度末に比べ 千円減少しました。純資産については、

千円と前事業年度末に比べ 千円減少しました。 

  

 また、当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ649,686千円減少し、 千円とな

りました。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果、 千円の支出（前年同累計期間は 千円の支出）となりました。これは主に大型シス

テム開発案件の進行により、たな卸資産（仕掛品）が増加したこと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、 千円の収入（前年同累計期間は 千円の支出）となりました。これは主に定期預金

の払戻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、 千円の支出（前年同累計期間は 千円の支出）となりました。これは主に配当金の

支払によるものであります。 

  

  

 当第３四半期累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期業績予想につきましては、平成20年４月

23日に公表いたしました業績予想と変更はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

3,069,573

58,462 93,316

188,346 77,066

２．財政状態に関する定性的情報 

4,449,766 480,267

1,447,604 264,264

3,002,162 216,003

322,931

794,182 559,951

268,336 896,530

123,840 81,103

３．業績予想に関する定性的情報 



  

  該当事項はありません。 

  

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 

（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 

①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。 

②通常の販売目的で保有する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

半期会計期間から「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

れたことにともない、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。これにより、当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに

ともない、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。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。これにより、当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 412,931 1,262,617

売掛金 577,955 803,965

有価証券 99,926 99,998

商品 26,520 2,799

仕掛品 1,059,670 327,742

繰延税金資産 123,413 91,138

その他 99,431 129,354

貸倒引当金 △3,466 △4,817

流動資産合計 2,396,383 2,712,801

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 260,370 108,338

工具、器具及び備品（純額） 72,076 28,097

リース資産（純額） 47,969 －

有形固定資産合計 380,416 136,436

無形固定資産   

ソフトウエア 88,032 156,498

リース資産 25,528 －

その他 4,517 4,487

無形固定資産合計 118,078 160,985

投資その他の資産   

投資有価証券 580,541 892,076

繰延税金資産 340,126 327,514

差入保証金 171,221 314,158

長期預金 350,000 250,000

その他 113,050 136,125

貸倒引当金 △53 △63

投資その他の資産合計 1,554,888 1,919,811

固定資産合計 2,053,383 2,217,233

資産合計 4,449,766 4,930,034



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 259,320 256,502

未払金 7,162 18,349

未払費用 106,700 71,206

リース債務 15,612 －

未払法人税等 3,910 344,610

賞与引当金 69,000 134,000

その他 59,221 89,526

流動負債合計 520,927 914,194

固定負債   

リース債務 62,481 －

退職給付引当金 683,283 627,987

役員退職慰労引当金 150,951 169,686

その他 29,960 －

固定負債合計 926,676 797,673

負債合計 1,447,604 1,711,868

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 1,777,130 1,977,196

株主資本合計 3,021,530 3,221,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,367 △3,430

評価・換算差額等合計 △19,367 △3,430

純資産合計 3,002,162 3,218,165

負債純資産合計 4,449,766 4,930,034



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,069,573

売上原価 2,498,313

売上総利益 571,259

販売費及び一般管理費 512,797

営業利益 58,462

営業外収益  

受取利息 6,395

受取配当金 1,780

保険解約返戻金 27,585

その他 1,272

営業外収益合計 37,034

営業外費用  

支払利息 997

投資事業組合運用損 1,182

営業外費用合計 2,180

経常利益 93,316

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,361

特別利益合計 1,361

特別損失  

固定資産除却損 23,202

事務所移転費用 188,346

特別損失合計 211,548

税引前四半期純損失（△） △116,870

法人税、住民税及び事業税 5,082

法人税等調整額 △44,886

法人税等合計 △39,804

四半期純損失（△） △77,066



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,414,795

売上原価 996,676

売上総利益 418,119

販売費及び一般管理費 180,369

営業利益 237,749

営業外収益  

受取利息 1,505

受取配当金 87

その他 183

営業外収益合計 1,776

営業外費用  

支払利息 487

営業外費用合計 487

経常利益 239,038

特別損失  

固定資産除却損 16,727

事務所移転費用 101,622

特別損失合計 118,349

税引前四半期純利益 120,689

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等調整額 49,320

法人税等合計 50,265

四半期純利益 70,423



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △116,870

減価償却費 145,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,361

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 55,295

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,735

受取利息及び受取配当金 △8,176

支払利息 997

固定資産除却損 23,202

売上債権の増減額（△は増加） 226,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △755,648

仕入債務の増減額（△は減少） 2,817

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,926

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,913

その他 108,315

小計 △460,045

利息及び配当金の受取額 7,120

利息の支払額 △997

法人税等の支払額 △340,259

営業活動によるキャッシュ・フロー △794,182

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 △190,000

定期預金の払戻による収入 290,000

有価証券の取得による支出 △99,874

有価証券の売却による収入 100,000

有価証券の償還による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △100,067

投資有価証券の売却による収入 90,000

投資有価証券の償還による収入 205,984

有形固定資産の取得による支出 △265,172

無形固定資産の取得による支出 △2,799

その他 140,265

投資活動によるキャッシュ・フロー 268,336

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △3,133

配当金の支払額 △120,706

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △649,686

現金及び現金同等物の期首残高 972,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,931



 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。 

  

 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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  
前第３四半期累計期間

  （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年12月31日） 

 区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,218,865

Ⅱ 売上原価  2,601,083

売上総利益  617,782

Ⅲ 販売費及び一般管理費  502,780

営業利益  115,001

Ⅳ 営業外収益  23,416

１．受取利息  704

２．受取配当金  4,273

３．有価証券利息  2,934

４．定期保険解約返戻金  13,760

５．その他  1,743

Ⅴ 営業外費用  288

支払利息  288

経常利益  138,128

Ⅵ 特別損失  248

固定資産除却損  248

税引前第３四半期純利益  137,880

法人税、住民税及び事業税  85,919

法人税等調整額 △26,800

第３四半期純利益  78,762



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期累計期間

  （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益  137,880

減価償却費  102,514

貸倒引当金の増減額(△は減少)  33

賞与引当金の増減額(△は減少) △56,900

退職給付引当金の増減額(△は減少)  33,817

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)  31,093

受取利息及び受取配当金 △7,912

支払利息  288

固定資産除却損  248

売上債権の増減額(△は増加) △4,304

たな卸資産の増減額(△は増加) △523,427

仕入債務の増減額(△は減少)  179,372

前受金の増減額(△は減少) △441

未払消費税等の増減額(△は減少) △51,655

その他  △56,121

小計 △215,513

利息及び配当金の受取額  6,319

利息の支払額 △288

法人税等の支払額 △350,468

営業活動によるキャッシュ・フロー △559,951

Ⅱ 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 △290,000

定期預金の払戻による収入  40,000

長期性預金の預入による支出 △150,000

有価証券の取得による支出 △99,990

有価証券の償還による収入  100,245

投資有価証券の取得による支出 △298,284

有形固定資産の取得による支出 △77,421

無形固定資産の取得による支出 △12,822

貸付金の増減による収支  2,109

その他 △110,367

投資活動によるキャッシュ・フロー △896,530



  

  

  
前年同四半期

  （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △81,103

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,103

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,537,585

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,810,928

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  273,342



 当第３四半期累計期間においては、大阪センター移転対応を中心に201,661千円の設備投資を実施しました。主

に、電算機用電源設備、電算室消火設備、重要機器の免震設備及び設備監視システムをはじめとした電算室設備に、

176,200千円の設備投資を実施し、システムの安全性及びセキュリティ強化を図りました。 

 また、大阪センターの移転にともなう費用として188,346千円の事務所移転費用を計上しております。主な内容

は、ネットワーク及びシステム機器類の移転作業料等に56,147千円、旧センター他の原状回復費用に51,341千円、新

センターの移転前賃料等に33,147千円を計上しております。 

   

  

６．その他の情報 
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