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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 10,378 ― 161 ― 211 ― 112 ―

20年3月期第3四半期 10,331 5.6 176 ― 191 ― 79 ―

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 18.69 ―

20年3月期第3四半期 13.28 ―

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 8,192 5,144 62.8 852.04
20年3月期 8,840 5,282 59.7 874.91

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,144百万円 20年3月期  5,282百万円

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 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 25.00

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 17,000 6.3 900 21.5 900 23.1 480 20.8 79.49

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  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。  

(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、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) 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 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  6,278,400株 20年3月期  6,278,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  240,440株 20年3月期  240,140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  6,038,182株 20年3月期第3四半期  5,984,314株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
2. 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。  
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１． 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速に伴う輸出の減少に加え、企業

収益の悪化や設備投資の大幅な減少などにより、大幅に悪化しております。 

情報サービス産業におきましても、日銀短観（平成 20 年 12 月調査）において、本年度のソフ

トウェア投資の見込みが引き下げられ、前年度を下回る見通しとなるなど、わが国の経済状況を

反映し厳しい状況となっております。 

このような情勢のもと、当第３四半期累計期間は、マーケットの拡大とビジネスモデルの高付

加価値化・サービスの多様化に注力し、収益力の強化に努めるとともに、プロジェクト管理の徹

底により生産性の向上、不採算プロジェクトの抑止に努めました。しかしながら、景気の悪化に

よる企業のソフトウェア投資抑制の動きが拡大している状況にあり、開発案件の立ち上がりの遅

れや延期などの影響により稼働率の低下が発生いたしました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 10,378 百万円（前年同期比 0.5％増）、営業利益

は 161 百万円（前年同期比 8.1％減）、経常利益は 211 百万円（前年同期比 10.4％増）、四半期

純利益は、112 百万円（前年同期比 42.1％増）となりました。 

事業別の概況は次のとおりであります。 

 

(1) システム開発 

【金融システム関連分野】 

サブプライム住宅ローン問題の影響や金融業界の再編によるシステム化案件の立ち上がりの

遅れがありましたが、金融機関のシステム基盤、ネットワーク関連業務へ積極的に展開し、サ

ービスの拡大による受注拡大に努めたことにより、金融システム関連分野の売上高は前年同期

を上回りました。 

【社会情報システム関連分野】 

公共分野は最適化計画関連の一巡、法人分野はエネルギー、原材料価格高騰の影響などから

厳しい状況ではあるものの、基盤技術分野はインフラ基盤構築が堅調に推移したことにより、

社会情報システム関連分野の売上高は前年同期とほぼ同等となりました。 

【ソリューション関連分野】 

ソリューション分野ではパッケージを使用したシステム開発が順調に推移いたしました。モ

バイルソリューション分野は、当事業年度においては「Mobile PIM for Oracle CRM on Demand」

や「MoobizSync2.0 for Mobile Direct Edition」などの新サービスの開発に注力いたしました。

しかしながら、ソフトウェア投資の落ち込みの影響を受け、ソリューション関連分野全体とし

ては前年同期を下回っており、厳しい状況にあります。 

【プロジェクトマネジメントビジネス関連分野】 

官公庁のプロジェクトマネジメント業務及びＣＩＯ補佐官業務が引き続き順調に推移してお

り、プロジェクトマネジメントビジネス関連分野は前年同期とほぼ同等となりました。また、

新たに官庁の工程管理支援業務案件を落札いたしました。 

 

これらの結果、システム開発における当第３四半期累計期間の売上高は 10,198 百万円（前年同

期比 0.7％増）となりました。 
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(2) システム製品販売等 

当第３四半期累計期間におきましては、携帯電話を活用したＡＳＰ(Application Service 

Provider)サービスにつきましては、「HANDyTRUSt」や「MoobizSync2.0」のライセンス販売が順

調に推移し、ユーザー数が着実に増加しております。しかしながら、自社製品の販売をはじめ

としたシステム製品販売等の大きな割合を占める選挙関連製品の販売が僅少であったため、シ

ステム製品販売等における当第３四半期累計期間の売上高は 180 百万円（前年同期比 10.7％

減）となりました。 

 

※ 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。したがいまして、

当第３四半期累計期間の損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期

比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の変動状況 

【資産の部】 

前期末に比べ、仕掛品、現金及び預金の増加などがありましたが、売掛金の減少などがあり、

資産の部は 647 百万円減少し 8,192 百万円（前期末比 7.3％減）となりました。 

【負債の部】 

前期末に比べ、短期借入金の増加などがありましたが、未払費用の減少などがあり、負債の

部は 509 百万円減少し 3,047 百万円（前期末比 14.3％減）となりました。 

【純資産の部】 

前期末に比べ、その他有価証券評価差額金の減少などがあり、純資産の部は 138 百万円減少

し 5,144 百万円（前期末比 2.6％減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ 768 百万円増加し、2,346 百万

円となりました。 

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】 

たな卸資産の増加、未払金の減少、未払費用の減少などがありましたが、売上債権の減少などがあ

り、営業活動によるキャッシュ・フローは 145百万円となりました。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

関係会社株式や投資有価証券の取得による支出などがありましたが、投資有価証券の売却に

よる収入、有価証券の純減少などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは 479 百万円と

なりました。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

借入金の純増加、配当金の支払などがあり、財務活動によるキャッシュ・フローは 143 百万

円となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

当面の景気は、悪化を続ける可能性が高く、急速な減産の動きなどが雇用の大幅な調整に繋が

ることが懸念され、加えて世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為

替市場の大幅な変動の影響など、景気をさらに下押しするリスクが存在しております。 

平成 21 年 3月期の業績につきましては、売上高 17,000 百万円（前期比 6.3％増）、営業利益 900

百万円（前期比 21.5％増）、経常利益 900 百万円（前期比 23.1％増）、当期純利益 480 百万円

（前期比 20.8％増）と予想いたします。依然として厳しい状況が継続するものと考えられますの

で、受注確保による稼動率向上と、収益の確保を最優先課題として取組んでおります。 

 

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 

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

(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 

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。 
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１【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 2,346,325 1,577,949 
売掛金 1,953,407 3,950,714 
有価証券 205,025 500,000 
仕掛品 1,461,834 364,130 
繰延税金資産 485,528 485,528 
その他 171,719 187,126 
貸倒引当金 △927 △1,743 

流動資産合計 6,622,913 7,063,705 

固定資産   
有形固定資産 84,094 89,136 
無形固定資産 56,665 85,108 
投資その他の資産   
投資有価証券 684,096 935,104 
関係会社株式 37,280 7,280 
繰延税金資産 118,044 69,839 
差入保証金 580,826 579,257 
その他 8,758 11,060 
貸倒引当金 △111 △195 

投資その他の資産合計 1,428,893 1,602,346 

固定資産合計 1,569,653 1,776,591 

資産合計 8,192,567 8,840,297 

負債の部   
流動負債   
買掛金 504,676 582,479 
短期借入金 1,520,000 1,214,000 
未払金 106,976 300,533 
未払費用 628,586 1,007,976 
未払法人税等 8,365 180,883 
役員賞与引当金 30,000 30,000 
受注損失引当金 17,649 9,775 
その他 153,915 153,892 
流動負債合計 2,970,169 3,479,540 

固定負債   
長期未払金 77,800 77,800 
固定負債合計 77,800 77,800 

負債合計 3,047,969 3,557,340 
純資産の部   
株主資本   
資本金 970,400 970,400 
資本剰余金 831,739 831,743 
利益剰余金 3,632,834 3,670,925 
自己株式 △204,101 △203,883 

株主資本合計 5,230,871 5,269,185 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △86,273 13,771 

評価・換算差額等合計 △86,273 13,771 

純資産合計 5,144,598 5,282,956 

負債純資産合計 8,192,567 8,840,297 
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(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 10,378,106 
売上原価 8,666,193 
売上総利益 1,711,913 
販売費及び一般管理費 1,550,119 
営業利益 161,793 

営業外収益  
受取利息 2,787 
有価証券利息 4,227 
受取配当金 14,842 
保険配当金 3,864 
受取手数料 2,037 
投資有価証券売却益 38,881 
その他 1,949 
営業外収益合計 68,589 

営業外費用  
支払利息 11,499 
投資有価証券評価損 7,642 
営業外費用合計 19,141 

経常利益 211,240 

特別利益  
貸倒引当金戻入額 900 
特別利益合計 900 

特別損失  
固定資産除却損 781 
特別損失合計 781 

税引前四半期純利益 211,358 
法人税等 98,493 
四半期純利益 112,865 
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(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  
税引前四半期純利益 211,358 
減価償却費 49,887 
受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,874 
受取利息及び受取配当金 △21,857 
支払利息 11,499 
投資有価証券売却損益（△は益） △38,881 
投資有価証券評価損益（△は益） 7,642 
売上債権の増減額（△は増加） 1,997,307 
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,097,567 
仕入債務の増減額（△は減少） △77,803 
未払金の増減額（△は減少） △189,474 
未払費用の増減額（△は減少） △379,337 
未払消費税等の増減額（△は減少） △120,600 
その他 79,680 
小計 439,728 

法人税等の支払額 △293,922 

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,806 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の純増減額（△は増加） 300,000 
有形固定資産の取得による支出 △17,634 
無形固定資産の取得による支出 △3,632 
投資有価証券の取得による支出 △63,844 
投資有価証券の売却による収入 191,665 
関係会社株式の取得による支出 △30,000 
従業員に対する貸付けによる支出 △4,098 
従業員に対する貸付金の回収による収入 6,473 
関係会社貸付金の回収による収入 80,000 
利息及び配当金の受取額 21,732 
その他 △1,247 

投資活動によるキャッシュ・フロー 479,414 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額（△は減少） 306,000 
自己株式の取得による支出 △269 
自己株式の売却による収入 47 
利息の支払額 △11,665 
配当金の支払額 △150,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー 143,155 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 768,376 

現金及び現金同等物の期首残高 1,577,949 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,346,325 
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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。 

  

該当事項なし 
  

該当事項なし 
  

(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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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（平成19年４月１日～12月31日） 

 
  

「参考資料」

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年04月01日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
 Ⅰ 売上高 10,331,264
 Ⅱ 売上原価 8,410,121
   売上総利益 1,921,142
 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,745,067
   営業利益 176,074
 Ⅳ 営業外収益 44,272
 Ⅴ 営業外費用 29,069
    経常利益 191,277
 Ⅵ 特別利益 928
 Ⅶ 特別損失 1,158
    税引前四半期純利益 191,046
   法人税、住民税及び事業税 37,906
   法人税等調整額 73,695

   四半期純利益 79,445
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(2) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年04月01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
   税引前四半期純利益 191,046
   減価償却費 43,738
   役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,610
   受注損失引当金の増減額（△は減少） 18,017
   受取利息及び受取配当金 △ 23,518
   支払利息 9,819
   売上債権の増減額（△は増加） 2,193,690
   たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,059,426
   仕入債務の増減額（△は減少） △ 575,813
   未払金の増減額（△は減少） △ 290,138
   未払費用の増減額（△は減少） △ 329,619
   未払消費税等の増減額（△は減少） △ 35,857
   その他 117,061
    小計 278,608
   法人税等の支払額 △ 142,031
   営業活動によるキャッシュ・フロー 136,577
 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 △ 400,790
   有価証券の償還による収入 201,403
   有形固定資産の取得による支出 △ 3,775
   無形固定資産の取得による支出 △ 6,611
   投資有価証券の取得による支出 △ 49,054
   投資有価証券の売却による収入 163
   従業員に対する貸付けによる支出 △ 6,380
   従業員に対する貸付金の回収による収入 7,267
   その他の貸付けによる支出 △ 80,000
   利息及び配当金の受取額 20,023
   その他 35,112
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 282,639
 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
   短期借入金の増減額（純額） 406,000
   自己株式の取得による支出 △ 201
   自己株式の売却による収入 75,600
   利息の支払額 △ 10,568
   配当金の支払額 △ 148,466
   財務活動によるキャッシュ・フロー 322,364
 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,301
 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,424,041
 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,600,343
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【生産、受注及び販売の状況】 

当社は、官公庁や企業のシステム開発を主たる業務としており、得意先の期末（多くは３月）に納期が

集中する傾向が顕著であります。このため、売上高等は第４四半期累計期間に偏重する傾向があります。 

（1）生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 金額は、製造原価によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績を事業区分別に示すと、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。 
  

（3）販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を事業区分別に示すと、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。 

  

6. その他の情報

事業区分 生産高(千円)

システム開発 8,520,392

システム製品販売等 145,801

合計 8,666,193

事業区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

システム開発 7,946,436 5,315,750

システム製品販売等 208,376 94,265

合計 8,154,813 5,410,015

事業区分 販売高(千円)

システム開発 10,198,069

システム製品販売等 180,036

合計 10,378,106
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