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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 33,369 ― 582 ― 2,398 ― △42 ―
20年3月期第3四半期 30,961 ― △1,319 ― 833 ― 3,011 ―

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 △1.30 ―
20年3月期第3四半期 92.39 ―

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 45,063 22,275 47.1 650.53
20年3月期 53,521 21,881 38.9 638.15

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  21,227百万円 20年3月期  20,824百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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 51,000 7.0 2,000 ― 4,000 56.3 1,800 △4.2 55.23

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．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、本資料の発表日において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因によって異なる可能性があります。 
  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）および「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 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 32,789,400株 20年3月期 32,789,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 157,933株 20年3月期 157,484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 32,631,721株 20年3月期第3四半期 32,600,507株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の下落がみられたものの、米国のサブプライムローン

等による金融市場の混乱に加え、米国大手証券会社の経営破綻による株式市場の低迷等、世界経済の停滞が急激に深

刻化しつつあり急激な景気後退の中、厳しい経済状況で推移いたしました。 

 このような環境の中、情報サービス業界におきましては、第２四半期までは計算事務・情報処理等堅調に推移して

おりましたが、当第３四半期に入り売上は企業業績の悪化にともない減少傾向に転じ、新規ＩＴ投資の先送り・抑制

による需要の減速が顕著となりました。特に主力の受注ソフトウェアは、金融業向けに増加したもののソフトウェア

プロダクトの減少によりソフトウェア開発全体では大幅な減少傾向となりました。 

 一方、証券業界においては、証券決済制度改革が進められ、短期社債、一般債、投資信託の電子化（ペーパーレ

ス）に続き、平成21年1月5日、改革の集大成というべき「株券の電子化」が実現いたしました。この株券の電子化を

はじめとする、一連の有価証券の電子化は、当社グループのビジネス領域の変革を迫ると同時に、発展の好機を提供

するものであります。 

  

 このような状況のもと、当社グループは、統合の確実な成果としての株券電子化対応を入念な準備の上、問題無く

乗り越えてまいりました。また、自治体総合情報システム（WizLIFE）のアライアンス戦略の推進と重点営業により

新規ユーザの獲得に向け邁進し、大型受注を確実なものといたしました。また、製造業向けパッケージ（JIPROS）の

ＥＲＰ化、株式口座管理機関業務展開、ＢＰＯサービスの提供等、基盤を固め収益拡大を具体的に結実させるべく推

進しております。 

 また、証券・金融分野において、ＪＢＩＳグループ成長モデルの実現に向け始動いたしました。具体的には、その

成長モデル実現の第１フェーズとして、平成20年12月１日付けで㈱ＪＢＩＳコンサルティングにサービスを企画する

機能を先行集約させ、新社名を㈱ＪＢＩＳとするとともに、お客様により良いサービス提供する機能の強化を行いま

した。 

 一方で、世界的な株式市況低迷および株価下落の影響を受け、投資有価証券評価損を計上するとともに負ののれん

等の取崩し処理を行い、四半期純利益が大幅に減少することとなりました。 

（詳細は、平成21年1月16日開示の「投資有価証券評価損計上および負ののれん等取崩し処理に関するお知らせ」を

ご参照ください。） 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は 百万円

（前年同期は1,319百万円の営業損失）、経常利益は 百万円（前年同期比187.8％増）、四半期純損失は42百万

円（前年同期は3,011百万円の純利益）となりました。 

  

 なお、各セグメント別売上状況は次のとおりです。 

①情報サービス事業 

 当第３四半期連結累計期間は、証券分野では株券電子化対応を着実に行うとともに、証券総合システムの新規顧客

獲得に努め、既存顧客からの新規業務獲得に注力いたしました。また、公共分野では自治体総合情報システム等の対

応および既存顧客でのソフトウェア対応が大きく貢献し、情報サービス事業は14,124百万円(前年同期比3.1%増)とな

り、ソフトウェア開発事業は、10,339百万円(前年同期比10.3%増)となりました。システム販売事業は、付加価値の

ある案件の選別受注に注力し、売上高は1,546百万円(前年同期比10.4%減)となりました。 

②証券事務管理・代行事業 

 証券事務管理事業および証券代行事業においては、平成21年1月5日の株券電子化実施に向け、一時的に名義書換や

買取・買増請求等の事務量が大幅に増加いたしました。また、株券電子化後の基幹業務として注力する「ＢＰＯ業

務」「口座管理機関業務」「証券代行業務」を中心とした営業展開と、ＪＢＩＳグループのシナジー効果を発揮した

共通顧客への業務の深耕、事務・ＩＴ一体のサービス提供等営業力を強化いたしました結果、売上高は、証券事務管

理事業5,186百万円(前年同期比10.1%増)、証券代行事業2,172百万円(前年同期比49.7%増)となりました。 

  

 今後は、証券・金融分野における成長モデルの第２フェーズとして、お客様との窓口の一本化を図り、日本電子計

算㈱の証券総合システム（SIGMA21）と日本証券代行㈱の事務サービス（証券会社ミドル＆バックオフィス事務受託

サービス）を㈱ＪＢＩＳで一元的にサービスする体制へと移行させ、新世代証券総合システムサービス事業を具体的

に推進してまいります。 

 さらに、統合効果の最大化を発揮するため、グループ内の事業統合（選択と集中）、ファシリティの統合および共

有化を進め、ニューワークスタイルに対応したオフィスビルへの移転を進めるとともに、支店およびシステムセンタ

ーの相互利用を継続的に強化いたしてまいります。 

  

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 

33,369 582

2,398
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 当第３四半期末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,458百万円減少いたしまし

た。資産の部では、流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,031百万円減少いたしました。

これは主に受取手形及び売掛金4,746百万円の減少等であります。 

 また、固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,427百万円減少いたしました。これは主に

投資有価証券1,495百万円の減少であります。 

 負債の部では、流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,138百万円減少いたしました。これ

は主に未払法人税等2,414百万円の減少等であります。 

  また、固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,714百万円減少いたしました。これは主

に負ののれん1,919百万円の減少等であります。  

 純資産の部では、その他有価証券評価差額金の増加により純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と

比較して394百万円増加いたしました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.9%から47.1%となり8.2ポイント改善いたしました。 

 (連結キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動の結果得られた資金は1,181百万円となりました。これは主に売上債権の減少4,646百万円によるものであ

ります。 

 投資活動の結果得られた資金は197百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,200百万円による

ものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は2,529百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出2,039百万円に

よるものであります。 

 これらの結果、当第３四半期末残高の現金及び現金同等物は9,340百万円となりました。 

  

  業績予想につきましては、平成20年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 （注）業績予想につきましては、発表日現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。また、実

際の業績は、さまざまな要因により本業績とは異なる結果となり得ることがあります。  

   

 該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理  

 第１四半期連結会計期間末より棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用 

 税金費用については、当第３四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。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

45,063

21,375

23,687

8,770

14,004

22,275

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 

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

 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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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 

 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）

を適用し、評価基準については従来原価法によっていましたが原価法（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。 

 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損益、経常損益および税金等調整前四半期純

損益に与える影響は軽微であります。 
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③リース取引に関する会計基準の適用 

 「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日以降開始する連

結会計年度に係る四半期連結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伴い、第１四半期連結会計

期間からこれらの会計基準を適用し、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、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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース投資資産が流動資産に224百万円、有形リース資産が有

形固定資産に213百万円計上されております。 

 なお、営業損益、経常損益および税金等調整前四半期純損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：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 9,290 11,640

受取手形及び売掛金 5,960 10,707

有価証券 50 50

商品 406 231

製品 12 3

原材料 86 83

仕掛品 3,200 2,217

貯蔵品 12 14

繰延税金資産 818 771

その他 1,558 1,725

貸倒引当金 △21 △38

流動資産合計 21,375 27,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,375 1,333

機械装置及び運搬具（純額） 37 48

工具、器具及び備品（純額） 320 304

土地 383 389

建設仮勘定 100 －

その他（純額） 213 －

有形固定資産合計 2,430 2,076

無形固定資産   

ソフトウエア 2,910 3,658

ソフトウエア仮勘定 2,759 2,845

その他 106 100

無形固定資産合計 5,776 6,604

投資その他の資産   

投資有価証券 9,690 11,186

差入保証金 2,639 2,531

繰延税金資産 2,635 3,086

その他 607 712

貸倒引当金 △91 △82

投資その他の資産合計 15,480 17,433

固定資産合計 23,687 26,114

資産合計 45,063 53,521
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,146 2,956

短期借入金 1,443 2,137

未払法人税等 308 2,722

引当金 457 1,055

その他 4,415 5,036

流動負債合計 8,770 13,908

固定負債   

長期借入金 3,717 5,063

繰延税金負債 1,028 1,587

退職給付引当金 4,498 4,576

役員退職慰労引当金 216 259

負ののれん 3,933 5,852

その他 610 379

固定負債合計 14,004 17,718

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 12 －

証券取引責任準備金 － 12

特別法上の準備金合計 12 12

負債合計 22,787 31,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 12,213 12,213

利益剰余金 6,945 7,444

自己株式 △112 △112

株主資本合計 22,046 22,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △818 △1,721

評価・換算差額等合計 △818 △1,721

新株予約権 3 3

少数株主持分 1,044 1,054

純資産合計 22,275 21,881

負債純資産合計 45,063 53,521
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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 33,369

売上原価 23,386

売上総利益 9,983

販売費及び一般管理費 9,401

営業利益 582

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 223

負ののれん償却額 1,256

持分法による投資利益 363

その他 42

営業外収益合計 1,917

営業外費用  

支払利息 97

その他 3

営業外費用合計 101

経常利益 2,398

特別利益  

固定資産売却益 28

貸倒引当金戻入額 8

投資有価証券売却益 12

負ののれん取崩益 663

その他 0

特別利益合計 713

特別損失  

固定資産処分損 10

システム移行費用 129

投資有価証券評価損 3,395

その他 38

特別損失合計 3,575

税金等調整前四半期純損失（△） △463

法人税等 △427

少数株主利益 5

四半期純損失（△） △42
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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（△） △463

減価償却費 1,999

負ののれん償却額 △1,256

投資有価証券評価損益（△は益） 3,395

負ののれん取崩益 △663

売上債権の増減額（△は増加） 4,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,167

仕入債務の増減額（△は減少） △777

販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 △241

賞与引当金の増減額（△は減少） △483

その他 △1,198

小計 3,791

利息及び配当金の受取額 264

利息の支払額 △102

法人税等の支払額 △2,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,200

ソフトウエアの取得による支出 △745

その他 △256

投資活動によるキャッシュ・フロー 197

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △2,039

配当金の支払額 △456

その他 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150

現金及び現金同等物の期首残高 10,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,340
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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 

（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。 
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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～平成19年12月31日） 

  

  

科目

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

売上高  30,961

売上原価  22,266

売上総利益  8,695

販売費及び一般管理費  10,014

営業損失  1,319

営業外収益  2,215

営業外費用  62

経常利益  833

特別利益  8,099

特別損失  3,078

税金等調整前四半期純利益  5,854

税金費用  2,827

少数株主利益  14

四半期純利益  3,011
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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～平成19年12月31日） 

  

  

  
前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

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利益  5,854

 減価償却費  2,540

 負ののれん償却額 △1,598

 固定資産の売却益 △8,026

 売上債権の増減額（増加：△）  2,551

 たな卸資産の増減額（増加：△） △3,111

 販売用ソフトウェア（仮勘定含む）の増加額 △1,468

 仕入債務の増減額（減少：△） △843

 信用取引資産の増減額（増加：△）  4,828

 信用取引負債の増減額（減少：△） △4,794

 その他  955

小計 △3,112

 法人税等の支払額 △218

 その他  295

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,036

Ⅱ 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 △126

 有形固定資産の売却により収入  10,833

 ソフトウェア（仮勘定含む）の取得による支出 △3,693

 投資有価証券の取得による支出 △433

 投資有価証券の売却による収入  115

 その他  305

投資活動によるキャッシュ・フロー  7,002

Ⅲ 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  1,199

 短期借入金の返済による支出 △4,103

 長期借入れによる収入  5,500

 長期借入金の返済による支出 △2,106

 配当金の支払額 △455

 その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー  23

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  3,989

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  7,116

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  11,106
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