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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 102,756 ― 281 ― △298 ― △637 ―
20年3月期第3四半期 98,138 △2.7 △381 ― △451 ― △501 ―

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 △24.29 ―
20年3月期第3四半期 △18.92 ―

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 98,821 60,375 61.1 2,304.07
20年3月期 114,260 62,259 54.5 2,350.47

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  60,375百万円 20年3月期  62,259百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 18.00

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 150,000 0.8 4,400 20.5 3,600 6.3 2,000 7.9 76.22

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、５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） 

※ 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。 
※ 連結業績予想は、本資料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。  

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  26,493,555株 20年3月期  26,493,555株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  289,793株 20年3月期  5,325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  26,249,755株 20年3月期第3四半期  26,488,617株
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前年同期比の増減額及び増減率については、参考として比較を記載しております。 

 当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期といいます。）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン

問題に端を発した金融不安及び円高が、企業の業績不振、雇用調整そして消費不振へと波及しました。そのため、景

況感は急速に悪化し、経営環境は厳しさを増してきております。 

 こうした状況の中で当社グループは、従来から取り組んできましたコンサル型営業、自社ソリューションの強化、

及び東京地区へのリソースシフトに加え、今年度は、中小市場において新たなビジネスモデルによる営業活動を展開

しました。 

  この結果、当第３四半期の受注高は104,436百万円（前年同期比5.7％減）となり、前年同期を下回りました。売上

高は 百万円（同4.7％増）、営業利益は281百万円（前年同期は381百万円の損失）、経常損失は298百万円

（前年同期は451百万円の損失）と、前年同期より改善しました。しかしながら、投資有価証券評価損472百万円を特

別損失に計上したこともあり、四半期純損失は637百万円（前年同期は501百万円の損失）となりました。 

［連結経営成績］ 

（注） 従来、売上原価に計上しておりましたサービスビジネス営業費用について、当連結会計年度より、販売費及び一

般管理費に計上する方法に変更しました。（詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧くだ

さい。）  

 これにより、当第３四半期の売上総利益は884百万円増加（売上高百分比は0.9％増加、前年同期比増減率は

5.2％増加）し、販売費及び一般管理費は同額増加（売上高百分比は0.9％増加、前年同期比増減率は5.1％増加）

しております。 

   

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 

102,756

  

前第３四半期 

（自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日）

当第３四半期 

（自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日）

前年同期比 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日）

  
金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円）

百分比 

（％） 

増減額 

（百万円）

増減率

（％） 

金額 

（百万円）

百分比 

（％） 

受注高  110,803 －  104,436 －  △6,367  △5.7  147,002 － 

売上高  98,138  100.0  102,756  100.0  4,617  4.7  148,855  100.0

売上総利益（注）  17,104  17.4  18,058  17.6  954  5.6  26,163  17.6

販売費及び一般管理費（注）  17,486  17.8  17,776  17.3  290  1.7  22,510  15.1

営業利益（△損失）  △381  △0.4  281  0.3  663  －  3,652  2.5

経常利益（△損失）  △451  △0.4  △298  △0.3  152  －  3,385  2.3

特別利益  7  0.0  1  0.0  △5  △78.1  562  0.4

特別損失  85  0.1  473  0.5  388  454.8  513  0.4

四半期（当期）純利益（△損失）  △501  △0.5  △637  △0.6  △136  －  1,853  1.2
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［受注の状況］ 

 第３四半期は、官公庁及び自治体において、情報システム（ハードウェア）の受注が堅調に推移したものの、金融

不安を契機とした景気の急減速により、当社の主要顧客である中堅企業においてIT投資の見直しが急速に進みまし

た。その結果、受注高は104,436百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

［売上の状況］ 

 売上につきましては、前年同期比4.7％の増加となりました。情報ネットワークサービスは増加しましたが、保守

サービス、コンストラクションサービスは減少しました。  

〔情報ネットワークサービス〕 

 情報ネットワークサービスの売上高は、87,273百万円（前年同期比7.5％増）となりました。 

  情報システム（ハードウェア）の売上高は、官公庁及び自治体への販売が好調で、29,543百万円（同2.5％増）と

なりました。ソフトウェアサービスの売上高は、ITマネジメントサービス等のソリューションサービスが好調で、

57,729百万円（同10.2％増）と増加しました。 

〔保守サービス〕 

 保守サービスの売上高は、8,429百万円（同13.0％減）となりました。 

  平成19年10月に東日本地区の保守業務の一部を株式会社エフサス・テクノ東日本へ移管したことに伴う影響もあ

り、前年同期を下回りました。 

    

前第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

当第３四半期 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）

前年同期比 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日）

区分 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

増減額 

（百万円）

増減率 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

 情報システム  34,017  30.7  32,118  30.8  △1,898  △5.6  44,099  30.0

 ソフトウェアサービス  58,309  52.6  55,575  53.2  △2,734  △4.7  78,241  53.2

情報ネットワークサービス計  92,327  83.3  87,694  84.0  △4,632  △5.0  122,340  83.2

保守サービス計  9,650  8.7  8,438  8.1  △1,211  △12.6  12,631  8.6

コンストラクションサービス計  8,825  8.0  8,302  7.9  △522  △5.9  12,030  8.2

合計  110,803  100.0  104,436  100.0  △6,367  △5.7  147,002  100.0

    

前第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日）

当第３四半期 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）

前年同期比 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日）

区分 
金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

増減額 

（百万円）

増減率 

（％） 

金額 

（百万円）

構成比 

（％） 

 情報システム  28,832  29.4  29,543  28.7  711  2.5  44,396  29.8

 ソフトウェアサービス  52,364  53.3  57,729  56.2  5,365  10.2  79,472  53.4

情報ネットワークサービス計  81,197  82.7  87,273  84.9  6,076  7.5  123,868  83.2

保守サービス計  9,684  9.9  8,429  8.2  △1,254  △13.0  12,688  8.5

コンストラクションサービス計  7,257  7.4  7,053  6.9  △204  △2.8  12,299  8.3

合計  98,138  100.0  102,756  100.0  4,617  4.7  148,855  100.0
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〔コンストラクションサービス〕 

 コンストラクションサービスの売上高は、7,053百万円（同2.8％減）となりました。 

  IP-PBX及び携帯電話基地局等の通信系工事、並びにオフィスリニューアル工事は堅調に推移しましたが、情報系工

事及びオフィス移転工事等が減少したため、前年同期を下回りました。 

  

（１）財政状態の分析 

 当第３四半期末の総資産は98,821百万円（前連結会計年度末比13.5％減）、純資産は60,375百万円（同3.0％

減）とそれぞれ減少しました。 

 資産及び負債では、受取手形及び売掛金が15,156百万円、支払手形及び買掛金が11,524百万円それぞれ減少し

ました。高水準であった前連結会計年度末残高の決済額が、第３四半期末の計上額を上回ったためであります。

 純資産は、四半期純損失637百万円、剰余金の配当500百万円、及び自己株式の取得398百万円などにより、減

少しました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は、営業活動・投資活動及び財務活動

それぞれによるキャッシュ・フローにおいて資金が減少し、10,359百万円（前連結会計年度末比48.2％減）とな

りました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は643百万円となりました。資金の増加要因として、売上債権の減少額15,133百

万円、資金の減少要因として、税金等調整前四半期純損失770百万円、仕入債務の減少額11,524百万円、たな卸

資産の増加額2,049百万円、及び法人税等の支払額1,622百万円などがありました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は8,115百万円となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の取得に

よる支出9,346百万円が、同売却による収入1,600百万円を上回ったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、配当金の支払及び自己株式の取得により、895百万円となりました。  

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 

 景況感は悪化し、受注高は前年同期を下回っておりますが、第３四半期までの業績はおおむね順調に推移したこと

から、現時点で平成20年4月28日に発表した連結業績予想に修正はありません。 

 連結業績予想は、本資料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。 

  

［（参考）平成20年4月28日発表 連結業績予想］ 

  
通期 

平成19年度 平成20年度 増減率（％）

売上高（百万円） 148,855 150,000 0.8 

営業利益（百万円） 3,652 4,400 20.5 

経常利益（百万円） 3,385 3,600 6.3 

当期純利益（百万円） 1,853 2,000 7.9 
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

  

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 

（四半期財務諸表に関する会計基準の適用） 

 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。 

  

（棚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については、従来、仕掛品は個別法による原価法、その他のたな卸資産

は先入先出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、それぞれ原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。 

（サービスビジネス営業費用の計上区分変更） 

 従来、サービスビジネス営業費用については、売上原価に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間か

ら、販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しました。 

 当社グループでは、保守サービス分野の構造改革として、ハードウェア保守を担当していた従業員の一部につ

いて、サービスビジネス営業への職種転換を段階的に進めてきました。こうした職種転換が終了し、第１四半期

連結会計期間よりサービスビジネス営業に専従する体制が整備されたため、この変更を行うものであります。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上原価は884百万円減少し、販売費及び一

般管理費は同額増加しております。 
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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：百万円）

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 5,765 11,312

受取手形及び売掛金 24,943 40,100

有価証券 5,983 5,526

たな卸資産 13,689 11,640

預け金 24,594 23,675

その他 2,717 2,573

貸倒引当金 △9 △12

流動資産合計 77,684 94,817

固定資産   

有形固定資産 2,848 3,016

無形固定資産 983 1,099

投資その他の資産   

投資有価証券 10,189 8,875

その他 7,606 6,936

貸倒引当金 △491 △484

投資その他の資産合計 17,304 15,327

固定資産合計 21,136 19,443

資産合計 98,821 114,260

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,135 30,660

その他 7,299 9,824

流動負債合計 26,434 40,484

固定負債   

退職給付引当金 11,765 11,235

役員退職慰労引当金 245 281

固定負債合計 12,011 11,516

負債合計 38,446 52,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,220 12,220

資本剰余金 11,811 11,811

利益剰余金 37,387 38,525

自己株式 △405 △7

株主資本合計 61,012 62,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △637 △289

評価・換算差額等合計 △637 △289

純資産合計 60,375 62,259

負債純資産合計 98,821 114,260
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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：百万円）

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 102,756

売上原価 84,697

売上総利益 18,058

販売費及び一般管理費 17,776

営業利益 281

営業外収益  

受取利息 326

受取配当金 17

持分法による投資利益 1

雑収入 70

営業外収益合計 414

営業外費用  

退職給付積立不足償却額 940

雑支出 54

営業外費用合計 995

経常損失（△） △298

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 472

投資等償還損 1

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 473

税金等調整前四半期純損失（△） △770

法人税、住民税及び事業税 48

法人税等調整額 △180

法人税等合計 △132

四半期純損失（△） △637
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △770

減価償却費 578

退職給付引当金の増減額（△は減少） 530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △343

持分法による投資損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 472

投資等償還損 1

投資有価証券売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 6

その他の損益（△は益） 18

売上債権の増減額（△は増加） 15,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,049

その他の資産の増減額（△は増加） △107

仕入債務の増減額（△は減少） △11,524

未払消費税等の増減額（△は減少） △555

その他の負債の増減額（△は減少） △245

小計 1,111

利息及び配当金の受取額 291

事業再編による支出 △423

法人税等の支払額 △1,622

営業活動によるキャッシュ・フロー △643

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △5,911

有価証券の売却による収入 1,498

預け金の預入による支出 △20,000

預け金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △119

無形固定資産の取得による支出 △217

投資有価証券の取得による支出 △3,434

投資有価証券の売却による収入 102

敷金及び保証金の差入による支出 △48

敷金及び保証金の回収による収入 18

投資その他の資産の増減額（△は増加） △2

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,115

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △497

自己株式の取得による支出 △398

財務活動によるキャッシュ・フロー △895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,655

現金及び現金同等物の期首残高 20,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,359
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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。 

  

 当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活

動を営んでいるため、該当事項はありません。 

  

 本邦以外の国また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。 

  

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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 

 第１四半期連結会計期間において、資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策を遂行するため、信託

方式による東京証券取引所での市場買付けにより、自己株式398百万円（普通株式284,200株）を取得しまし

た。  
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「参考資料」  

前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（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    98,138  100.0

Ⅱ 売上原価    81,033  82.6

売上総利益    17,104  17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    17,486  17.8

営業損失（△）    △381  △0.4

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息及び配当金  864     

２．持分法による投資利益  7     

３．雑収入  82  954  1.0

Ⅴ 営業外費用       

１．退職給付積立不足償却額  940     

２．雑支出  83  1,023  1.0

経常損失（△）    △451  △0.4

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益  6     

２．その他  0  7  0.0

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券売却損  50     

２．投資有価証券評価損  34  85  0.1

税金等調整前四半期純損失（△）    △529  △0.5

法人税、住民税及び事業税  89     

法人税等調整額  △118  △28  △0.0

四半期純損失（△）    △501  △0.5
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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 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額（百万円） 

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損失（△）  △529
減価償却費  568
退職給付引当金の増減額（減少：△）  40
役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  47
貸倒引当金の増減額（減少：△）  △44
受取利息及び受取配当金  △864
持分法による投資損益（利益：△）  △7
投資有価証券評価損  34
投資有価証券売却損  50
有形固定資産廃却損  15
その他損益（収益：△）  18
売上債権の増減額（増加：△）  21,503
たな卸資産の増減額（増加：△）  △3,225
その他資産の増減額（増加：△）  129
仕入債務の増減額（減少：△）  △18,182
未払消費税等の増減額（減少：△）  △584
その他負債の増減額（減少：△）  △703

小計  △1,732
利息及び配当金の受取額  844
法人税等の支払額  △1,797

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,685
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出  △2,995
有価証券の売却による収入  2,995
預け金の預入による支出  △20,000
有形固定資産の取得による支出  △231
無形固定資産の取得による支出  △155
投資有価証券の取得による支出  △1,725
投資有価証券の売却による収入  4,624
敷金保証金の払込による支出  △27
敷金保証金の返還による収入  42
投資その他の資産の取得による支出  △79
投資その他の資産の回収による収入  8
その他  0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △17,545
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △448
その他 △ 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △449
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △20,679
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  37,777
Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  17,097
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 当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活

動を営んでいるため、該当事項はありません。 

 本邦以外の国また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。 

  

（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〕 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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