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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 17,009 ― 1,496 ― 1,545 ― 853 ―
20年3月期第3四半期 16,870 14.4 1,680 44.0 1,730 44.6 950 26.8

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 52.66 ―
20年3月期第3四半期 58.69 ―

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 18,652 12,135 65.1 749.10
20年3月期 18,164 11,793 64.9 728.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,135百万円 20年3月期  11,793百万円

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 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 24,000 1.9 2,520 0.8 2,570 1.3 1,460 6.2 90.12

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、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) 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、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。  

(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4月30日に発表しました通期連結業績予想に変更はありません。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、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果に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。  

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3月期第3四半期  16,200,000株 20年3月期  16,200,000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（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  16,200,000株 20年3月期第3四半期  16,199,331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、米国の金融不安に端を発した世界的な株式市場の急落、急激な

円高による企業収益や雇用環境の悪化等により、景気は減速傾向から深刻な後退局面に入りました。 

 情報サービス業界におきましては、企業における計算事務受託・システム管理運営受託等の増加により業界全体と

しては緩やかな成長が続いているものの、IT企業の倒産件数の増加等、先行きに対する不透明感は一層強まってまい

りました。 

 このような状況の中、当社グループは、金融システム事業、流通システム事業、人事・給与業務のアウトソーシン

グサービスであるBulas（ビューラス）を中心とするBPO事業および自社開発の通信ミドルウェアの販売・ソリューシ

ョン等を提供するHULFT（ハルフト）事業を積極的に展開しました。また生産性向上、営業力強化、管理・牽制機能

強化に注力するとともに、各部門の業務執行状況について代表取締役による月次レビューを実施し、事業計画の進捗

管理、迅速な意思決定、効率的な業務を行うことで企業基盤の確立に努めてまいりました。 

 こうした事業活動の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は17,009百万円（前年同期比0.8%増）、営業

利益は1,496百万円（同11.0%減）、経常利益は1,545百万円（同10.7%減）、四半期純利益は853百万円（同10.3%減）

となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①システム構築・運用事業 

 情報処理サービスにおいては、BPO事業の大型案件のサービスインにより計算人員数が増加したこと、ソフト

ウェア開発については、金融システム事業の既存顧客向け、流通システム事業の新規顧客向け大型案件が順調に

推移したことから、当第３四半期連結累計期間のシステム構築・運用事業全体の売上高は13,375百万円となりま

した。 

 また利益面では、第１四半期連結会計期間において一部低収益案件の発生があったものの、第２四半期連結会

計期間以降、受託ソフトウェア開発案件が順調に進捗し収益に寄与したことから、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は1,027百万円となりました。 

②パッケージ事業 

 通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品「HULFT」の販売は、製品の累計出荷数が

約113,000本、導入会社数が約6,100社となりました。なお、継続的な成長を実現するため、当第３四半期連結会

計期間において「HULFT」のバージョンアップを実施し、「HULFT７」をリリースしました。 

 パッケージ販売においては、製品販売、保守販売ともに若干の落ち込みを見せましたが、パッケージ付帯サー

ビスにおいて、「HULFT」と他社パッケージソフトウェア等を組み合わせたソリューション案件が順調に推移し

たこと等により、当第３四半期連結累計期間のパッケージ事業全体の売上高は3,634百万円、営業利益は1,834百

万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、現金及び預金が前連結会計年度末比415百万円増加したこと

等により、資産合計は同487百万円増加し、18,652百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金

が前連結会計年度末比135百万円減少、退職給付引当金が同194百万円減少しましたが、流動負債のその他に含まれる

前受金が同466百万円増加したこと等により、負債合計は同146百万円増加し、6,516百万円となりました。純資産に

つきましては、利益剰余金が四半期純利益の計上により853百万円増加し、剰余金処分による配当財産の割当てによ

り486百万円減少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末比341百万円増加し、12,135百万円となりまし

た。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末比0.2ポイント増加し65.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末比641

百万円増加し、7,954百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は1,494百万円（前年同期比30.7％減）となりました。主な増加要因は税金等調

整前四半期純利益が1,500百万円となったこと、減価償却費が582百万円となったこと、前連結会計年度末にソフ

トウェア開発の売上が集中したことにより増加していた売上債権が546百万円減少したこと等によるものであり

ます。また主な減少要因は法人税等647百万円を納付したこと、受託ソフトウェア開発に係る仕掛品等のたな卸

資産が270百万円増加したこと、賞与引当金が204百万円減少したこと等によるものであります。  

【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 
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    （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372百万円（同55.4％減）となりました。主な増加要因は国債300百万円が償還

になったこと、定期預金の払戻が225百万円あったこと等によるものであります。また主な減少要因は国債300百

万円および投資有価証券300百万円の取得に伴い支出したこと、設備投資としてサーバー、事務機器、購入ソフ

トウェア等に294百万円支出したこと等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483百万円（同20.1％増）となりました。これは配当金の支払によるものであ

ります。 

  

 上記１.および２.の定性的情報において、前年同期増減率は参考情報として記載しております。 

  

 平成20年４月30日付 「平成20年３月期 決算短信」 で公表しました通期業績予想に変更はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

 税金費用については、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

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該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。 

  

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会計処理基準に関する事項の変更 

 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 

 たな卸資産については、従来、主として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、主として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。 

 これによる、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利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）

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 7,954,002 7,538,282

受取手形及び売掛金 2,866,196 3,409,692

有価証券 400,000 400,049

商品 62,204 26,838

仕掛品 715,265 482,306

貯蔵品 16,048 14,561

繰延税金資産 337,608 337,227

その他 384,360 280,139

貸倒引当金 △296 △880

流動資産合計 12,735,392 12,488,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,180,163 2,174,706

減価償却累計額 △1,491,481 △1,405,620

建物及び構築物（純額） 688,681 769,086

工具、器具及び備品 2,465,714 2,382,450

減価償却累計額 △1,805,179 △1,605,770

工具、器具及び備品（純額） 660,534 776,679

有形固定資産合計 1,349,216 1,545,765

無形固定資産   

ソフトウエア 714,072 670,501

その他 0 0

無形固定資産合計 714,072 670,502

投資その他の資産   

投資有価証券 1,069,159 819,181

敷金 1,052,523 1,049,282

繰延税金資産 1,388,269 1,371,230

その他 348,182 220,260

貸倒引当金 △4,458 －

投資その他の資産合計 3,853,676 3,459,953

固定資産合計 5,916,965 5,676,221

資産合計 18,652,357 18,164,439
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,918,638 2,053,865

未払法人税等 251,549 259,654

賞与引当金 335,025 539,319

その他 2,285,470 1,593,750

流動負債合計 4,790,684 4,446,590

固定負債   

退職給付引当金 1,573,892 1,768,648

役員退職慰労引当金 － 155,390

長期未払金 152,400 －

固定負債合計 1,726,292 1,924,038

負債合計 6,516,977 6,370,628

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 9,265,371 8,898,251

株主資本合計 12,095,419 11,728,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,676 67,502

為替換算調整勘定 △2,715 △1,990

評価・換算差額等合計 39,961 65,511

純資産合計 12,135,380 11,793,810

負債純資産合計 18,652,357 18,164,439
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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 17,009,739

売上原価 12,882,999

売上総利益 4,126,739

販売費及び一般管理費  

役員報酬 159,055

従業員給料及び賞与 1,043,991

賞与引当金繰入額 88,013

退職給付費用 36,083

役員退職慰労引当金繰入額 8,790

福利厚生費 195,561

減価償却費 126,679

その他 971,681

販売費及び一般管理費合計 2,629,856

営業利益 1,496,883

営業外収益  

受取利息 34,392

有価証券利息 5,559

受取配当金 7,348

保険配当金 8,501

その他 2,002

営業外収益合計 57,803

営業外費用  

複合金融商品評価損 8,351

為替差損 650

その他 23

営業外費用合計 9,025

経常利益 1,545,661

特別利益  

貸倒引当金戻入額 44

特別利益合計 44

特別損失  

固定資産処分損 7,803

ゴルフ会員権評価損 4,224

貸倒引当金繰入額 4,000

リース解約損 29,011

特別損失合計 45,038

税金等調整前四半期純利益 1,500,667

法人税等 647,547

四半期純利益 853,120
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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 1,500,667

減価償却費 582,908

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,934

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,309

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194,755

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155,390

受取利息及び受取配当金 △47,299

為替差損益（△は益） △3,582

固定資産処分損益（△は益） 7,803

複合金融商品評価損益（△は益） 8,351

ゴルフ会員権評価損 4,224

売上債権の増減額（△は増加） 546,694

たな卸資産の増減額（△は増加） △270,198

仕入債務の増減額（△は減少） △138,030

長期未払金の増減額（△は減少） 152,400

その他の資産の増減額（△は増加） △499,476

その他の負債の増減額（△は減少） 803,476

小計 2,097,417

利息及び配当金の受取額 44,106

法人税等の支払額 △647,254

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,494,270

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 225,452

有価証券の償還による収入 300,000

投資有価証券の取得による支出 △600,353

有形及び無形固定資産の取得による支出 △294,095

有形及び無形固定資産の売却による収入 15

敷金及び保証金の差入による支出 △4,331

敷金及び保証金の回収による収入 1,361

その他 △848

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,799

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △483,773

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 641,172

現金及び現金同等物の期首残高 7,312,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,954,002
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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 
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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） 

 （注）１ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

（1）システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営  

受託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代

行サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

（2）パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

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） 

 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。  

  

（５）セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

  
システム構築 
・運用事業 
（千円） 

パッケージ事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  13,375,505  3,634,234  17,009,739 ─  17,009,739

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 106,413  2,631  109,044  (109,044) ─ 

計  13,481,918  3,636,865  17,118,783  (109,044)  17,009,739

営業利益  1,027,840  1,834,516  2,862,356  (1,365,473)  1,496,883

b．所在地別セグメント情報 

c．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（平成19年４月１日～12月31日） 

                           （単位：千円） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

 区分 金額 

Ⅰ 売上高  16,870,371

Ⅱ 売上原価  12,548,078

 売上総利益  4,322,292

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,641,319

 営業利益  1,680,973

Ⅳ 営業外収益  49,320

 経常利益  1,730,293

Ⅴ 特別利益  22,575

Ⅵ 特別損失  92,037

  税金等調整前四半期純利益  1,660,830

  法人税、住民税及び事業税  625,299

  法人税等調整額  84,785

  四半期純利益  950,746
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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（平成19年４月１日～12月31日） 

                           （単位：千円） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 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純利益   1,660,830

 減価償却費   656,021

 貸倒引当金の増減額(減少：△)   △272

 賞与引当金の増減額(減少：△)   △299,714

 退職給付引当金の増減額(減少：△)   △242,096

 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)   7,586

 受取利息及び受取配当金   △36,266

 為替差損益   △1,826

 固定資産処分損   23,766

 投資有価証券売却益   △22,575

 売上債権の増減額(増加：△)   3,140,121

 たな卸資産の増減額(増加：△)   △586,754

 仕入債務の増減額(減少：△)   △885,480

 その他資産の増減額(増加：△)   △271,191

 その他負債の増減額(減少：△)   395,148

小計  3,537,297

 利息及び配当金の受取額  27,898

 法人税等の支払額   △1,408,263

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,156,933

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入・払戻(純額)   △225,281

 有価証券の償還による収入額   300,000

 投資有価証券の取得による支出額   △349,969

 投資有価証券の売却による収入額   37,735

 有形・無形固定資産の取得による支出額   △640,848

 敷金・保証金の差入による支出額   △294,728

 敷金・保証金の返還による収入額   337,739

投資活動によるキャッシュ・フロー  △835,354

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 自己株式売却による収入   2,030

 配当金の支払額   △404,950

財務活動によるキャッシュ・フロー  △402,920

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,492

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  921,151

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,879,437

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  6,800,589
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