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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 6,214 ― 201 ― 192 ― 85 ―

20年3月期第3四半期 5,603 23.5 348 54.0 339 54.8 184 63.3

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 41.90 ―

20年3月期第3四半期 95.35 ―

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 4,759 1,929 40.5 923.20
20年3月期 4,146 1,798 43.4 926.99

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,929百万円 20年3月期  1,798百万円

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  有  
 

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 9,038 12.9 499 △13.0 487 △13.4 285 27.4 138.85

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、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。  

(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、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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、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。  

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  2,090,000株 20年3月期  1,940,000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  2,045,000株 20年3月期第3四半期  1,940,000株
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（％表示は対前年同四半期増減率） 

  

 
  

 
  

（参考）平成21年３月期第３四半期（３か月）の連結業績

 連結経営成績（会計期間） （平成20年10月１日～平成20年12月31日）

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 2,092 ― △ 8 ― △ 10 ― △ 15 ―

20年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △ 7.21 ―

20年３月期第３四半期 ― ―
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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、米国証券大手のリーマン・ブラザーズの破綻で金融

危機が世界的に拡大し、国内景気は後退の歩みを加速させ一段と景気悪化の懸念が強まりました。円高・

株安も進行して企業業績に悪影響を与えました。操業停止による減産体制の拡大や人員削減などの雇用調

整を進める企業など企業の収益環境の悪化は深刻化しております。このような環境下での労働者の生活不

安は増大し、消費マインドも後退しました。内閣府と財務省から発表されている平成21年１～３月期以降

の景況判断指数ではマイナス予測が続き、企業の景況感は低迷が長引きそうな状況であります。  

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省より発表された「特定サー

ビス産業動態統計」によると、平成20年11月の情報サービス業の売上高は、前年同月比2.5％減少しまし

た。前年同月比での減少は、３か月連続であります。その主な要因としては、「ソフトウエアプロダク

ト」が20.8％減少したことによるものです。主力の「受注ソフトウエア」は、金融業向けなどが増加した

ことから同2.1％の増加であります。  

 このような経営環境のなか、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、製造業関連の主要な

取引先を中心に受注が堅調に推移し、主要業務であるＳＩサービス業務の売上高は、4,342,762千円（前

年同期比28.7％増）となりましたが、ソフトウエア開発業務においては、引き続き採算の合わない顧客と

の取引を見直し収益性の高いＳＩサービス業務へシフトする施策を進めた結果、売上高は1,367,068千円

（前年同期比17.3％減）となりました。ソフトウエアプロダクト業務は、次世代通販業向けパッケージ商

品（Ｓｉｍｐｌｅｘ）等の販売の伸び悩みから、売上高は346,247千円（前年同期比15.4％減）となりま

した。商品販売におきましては、顧客からの情報機器等の購入要請が前期に比べ減少したことにより

155,043千円（前年同期比5.5％減）、その他のインターネット事業の「ネットでショップもうかルンバ」

は、店舗数の伸び悩みから売上が低迷し3,330千円（前年同期比9.9％増）となりました。売上高につきま

しては、前年同期と比べ増収となりましたが、利益面におきましては、主要顧客からのコスト削減要請

や、東京、大阪地区の急拡大による技術者の経験不足、また、一部の案件においてプロジェクト管理の問

題等により採算が悪化したことなどのマイナス要因が全体の収益を圧迫しました。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高6,214,452千円（前年同期比10.9％

増）、営業利益201,551千円（前年同期比42.2％減）、経常利益192,590千円（前年同期比43.3％減）、四

半期純利益85,691千円（前年同期比53.7％減）となりました。  

 なお、前年同期比につきましては参考として記載しております。 

  

総資産は、第三者割当増資などによる現金及び預金の増加や未検収在庫の増加によるたな卸資産の増加

などにより、前連結会計年度末に比べ613,122千円増加し、4,759,652千円となりました。 

負債は、未払法人税等の減少などがあったものの長・短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ482,007千円増加し、2,830,173千円となりました。 

純資産は、第三者割当増資などが剰余金の配当を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ

131,115千円増加し、1,929,479千円となりました。 

  

今後のわが国経済は、企業の業績低迷の背景から、製造業などを中心にＩＴ（情報技術）投資の予算削

減や凍結の動きが進んでおり、いっそう厳しい状況が続くものと思われます。  

 このような状況を踏まえ、平成20年10月21日公表の通期業績予想を下記のとおり修正いたしました。詳

細は、本日（平成21年１月29日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

 なお、期末配当予想につきましては、従来通り１株当たり50円00銭とし変更しておりません。 
                                 

【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

連 結 個 別

売上高 9,038百万円 8,319百万円

営業利益 499百万円 498百万円

経常利益 487百万円 485百万円

当期純利益 285百万円 285百万円
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 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。 

② 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。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用については、当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する方法を採用しておりま

す。 

  

① 第１四半期連結会計期間から「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 第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18

年７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

③ 第１四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６

月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用

指針第16号)を早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリー

ス資産を計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に47,084千円、無形固定

資産に11,363千円計上されております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

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
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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 707,846 373,688

受取手形及び売掛金 1,792,028 1,954,679

商品 6,610 6,450

製品 160 288

仕掛品 726,182 360,429

その他 196,430 170,400

貸倒引当金 △262 △314

流動資産合計 3,428,995 2,865,623

固定資産   

有形固定資産   

土地 604,806 604,806

その他（純額） 245,521 211,036

有形固定資産合計 850,328 815,843

無形固定資産   

のれん 51,421 65,430

その他 211,019 179,062

無形固定資産合計 262,440 244,493

投資その他の資産 217,887 220,570

固定資産合計 1,330,656 1,280,907

資産合計 4,759,652 4,146,530
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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 772,215 776,539

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 460,316 372,136

未払法人税等 2,031 161,796

賞与引当金 123,764 271,165

その他 610,208 377,253

流動負債合計 2,268,536 1,958,890

固定負債   

長期借入金 352,375 227,406

退職給付引当金 156,699 142,942

その他 52,562 18,926

固定負債合計 561,637 389,275

負債合計 2,830,173 2,348,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,150 477,400

資本剰余金 517,550 444,800

利益剰余金 856,494 867,803

株主資本合計 1,924,194 1,790,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,284 8,360

評価・換算差額等合計 5,284 8,360

純資産合計 1,929,479 1,798,364

負債純資産合計 4,759,652 4,146,530
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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 6,214,452

売上原価 5,009,647

売上総利益 1,204,804

販売費及び一般管理費 1,003,253

営業利益 201,551

営業外収益  

受取利息 149

受取配当金 210

保険配当金 842

受取家賃 892

受取手数料 723

その他 505

営業外収益合計 3,323

営業外費用  

支払利息 11,459

その他 825

営業外費用合計 12,285

経常利益 192,590

特別利益  

固定資産売却益 191

貸倒引当金戻入額 52

特別利益合計 243

特別損失  

固定資産除却損 406

ゴルフ会員権売却損 84

特別損失合計 491

税金等調整前四半期純利益 192,342

法人税等 106,650

四半期純利益 85,691
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,092,697

売上原価 1,774,538

売上総利益 318,158

販売費及び一般管理費 326,223

営業損失（△） △8,065

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 35

保険配当金 842

その他 863

営業外収益合計 1,777

営業外費用  

支払利息 3,944

その他 22

営業外費用合計 3,967

経常損失（△） △10,255

特別利益  

貸倒引当金戻入額 44

特別利益合計 44

特別損失  

固定資産除却損 133

特別損失合計 133

税金等調整前四半期純損失（△） △10,344

法人税等 4,715

四半期純損失（△） △15,060
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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 192,342

減価償却費 81,139

のれん償却額 14,009

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,757

売上債権の増減額（△は増加） 252,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △365,784

仕入債務の増減額（△は減少） △3,658

その他 101,998

小計 138,862

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △267,244

その他の支出 △11,731

営業活動によるキャッシュ・フロー △140,112

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 △3,542

無形固定資産の取得による支出 △59,235

その他 615

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,162

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 900,000

短期借入金の返済による支出 △600,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △386,851

株式の発行による収入 145,500

リース債務の返済による支出 △25,230

配当金の支払額 △97,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,143

現金及び現金同等物の期首残高 338,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 672,748
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自平成20年10月１日 至平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

当社は、平成20年６月５日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株発行の決議を行

い、平成20年６月20日に払込が完了いたしました。 

この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が72,750千円、資本剰余金が72,750千円増加し

ました。また、当第３四半期連結会計期間末において資本金が550,150千円、資本剰余金が517,550千

円となっております。 

  

(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
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（要約）前四半期連結損益計算書 

                                    （単位：千円未満切捨て） 

【参考】

科 目

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

金 額

Ⅰ 売上高 5,603,320

Ⅱ 売上原価 4,249,083

   売上総利益 1,354,236

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,005,584

   営業利益 348,652

Ⅳ 営業外収益 2,336

Ⅴ 営業外費用 11,213

   経常利益 339,774

Ⅵ 特別利益 34,697

Ⅶ 特別損失 35,865

   税金等調整前四半期純利益 338,606

   税金費用 153,633

   四半期純利益 184,973
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                    （単位：千円未満切捨て） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 338,606

 ２ 減価償却費 38,626

 ３ のれん償却額 14,009

 ４ 賞与引当金の減少額 △ 121,226

 ５ 退職給付引当金の増加額 6,774

 ６ 売上債権の減少額 127,309

 ７ たな卸資産の増加額 △ 296,054

 ８ 仕入債務の増加額 56,080

 ９ その他 112,448

  小計 276,575

 10 法人税等の支払額 △ 231,474

 11 その他 △ 10,451

 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,649

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 184,635

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △ 120,787

 ３ その他 39

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 305,382

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 720,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 450,000

 ３ 長期借入れによる収入 600,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 317,431

 ５ 社債の償還による支出 △ 20,000

 ６ 配当金の支払額 △ 67,900

 財務活動によるキャッシュ・フロー 464,669

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 193,936

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 498,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 692,869
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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績                                     

当第３四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 外注実績                                     

当第３四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 仕入実績                                     

当第３四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

業務区分

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

生産高(千円)

ＳＩサービス業務 1,643,317

ソフトウエア開発業務 486,572

ソフトウエアプロダクト業務 121,973

その他 1,054

合計 2,252,918

業務区分

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

外注高(千円)

ＳＩサービス業務 873,187

ソフトウエア開発業務 188,240

ソフトウエアプロダクト業務 19,997

合計 1,081,425

業務区分

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

仕入高(千円)

商品販売 25,409
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(4) 受注実績                                     

当第３四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(5) 販売実績                                     

当第３四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

                                     

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

業務区分

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

受注高(千円) 受注残高(千円)

ＳＩサービス業務 1,755,141 1,540,824

ソフトウエア開発業務 394,455 260,015

ソフトウエアプロダクト業務 147,414 55,590

合計 2,297,011 1,856,430

業務区分

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

販売高(千円)

ＳＩサービス業務 1,430,159

ソフトウエア開発業務 486,572

ソフトウエアプロダクト業務 111,004

商品販売 63,905

その他 1,054

合計 2,092,697

相手先

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

販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 464,854 22.2
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