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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 7,710 ― 780 ― 775 ― 240 ―

20年3月期第3四半期 7,231 15.2 698 22.7 736 23.3 427 29.8

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 54.11 53.48
20年3月期第3四半期 95.90 94.14

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 5,505 3,609 64.5 798.55
20年3月期 5,724 3,486 60.0 772.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,553百万円 20年3月期  3,434百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 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  

１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した見通しであり、実際の業績は、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化に
よって、予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項は、３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参照ください。 
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。 

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 11,000 7.4 1,098 8.2 1,100 3.4 420 △27.5 91.21

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  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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．その他をご参照ください。  

(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．その他をご参照ください。  

(4) 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  4,509,813株 20年3月期  4,508,013株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  60,440株 20年3月期  60,440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  4,447,638株 20年3月期第3四半期  4,460,557株
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【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機から経済不安が深刻化したこと

により、国内外ともに景気後退が顕在化し、急激な円高や急速な需要減退など、大変厳しい状況となり

ました。 

当社グループが属するＩＴ関連業界におきましては、ＥＣ市場の拡大や日本版ＳＯＸ法への取組みの

本格化によるシステム投資への意欲は見られるものの、景気減速による先行き不透明感から、ＩＴ投資

抑制の影響が出始めるなど、経営環境は厳しい状況となっております。 

このような状況の中で、主力ソフトウェア製品「ｅｃｂｅｉｎｇ」や「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」等のプロダ

クト系ＳＩサービスを中核としたシステムインテグレーション事業の拡大に注力した結果、売上高は 77

億 10 百万円、営業利益は７億 80 百万円、経常利益は７億 75 百万円、四半期純利益は２億 40 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 

（資産の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は55億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億19百万

円減少しました。これは、主に投資有価証券の減損等に伴い２億76百万円減少したこと等によるもので

あります。 

（負債の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は18億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億42百万

円減少しました。これは、主に法人税等の支払により２億57百万円の減少及び買掛金の支払により１億

28百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は36億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億22百

万円増加しました。これは、主に利益剰余金が１億７百万円増加したこと等によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況下ではありますが、平成 21 年３月期の業績

は、平成 21 年１月７日に発表した業績予想から変更はありません。 

 

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）） 

     該当事項はありません。 

(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 

    一般債権の貸倒見積高の算定方法 

     当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

(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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する基準」(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。 
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② 「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)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益の低下に

よる簿価切下げの方法)に変更しております。 

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 



１【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 1,568,168 1,119,110

受取手形及び売掛金 1,424,399 1,831,883

有価証券 － 200,206

商品 209,907 175,541

未成業務支出金 192,348 125,222

その他 160,463 207,509

貸倒引当金 △16,318 △20,994

流動資産合計 3,538,968 3,638,479

固定資産   

有形固定資産 253,214 260,208

無形固定資産 211,514 145,230

投資その他の資産   

投資有価証券 963,771 1,240,423

その他 568,278 454,809

貸倒引当金 △30,683 △14,538

投資その他の資産合計 1,501,365 1,680,694

固定資産合計 1,966,095 2,086,133

資産合計 5,505,063 5,724,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,075,849 1,204,003

未払法人税等 51,671 308,980

賞与引当金 79,042 192,046

その他 510,053 371,651

流動負債合計 1,716,615 2,076,680

固定負債   

退職給付引当金 110,298 96,454

役員退職慰労引当金 69,144 65,149

固定負債合計 179,442 161,603

負債合計 1,896,058 2,238,284

純資産の部   

株主資本   

資本金 840,834 840,542

資本剰余金 899,247 898,957

利益剰余金 2,046,465 1,939,246

自己株式 △128,819 △128,819

株主資本合計 3,657,727 3,549,926

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,700 △115,461

評価・換算差額等合計 △104,700 △115,461

少数株主持分 55,978 51,862

純資産合計 3,609,005 3,486,328

負債純資産合計 5,505,063 5,724,612



(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 7,710,280

売上原価 5,326,250

売上総利益 2,384,030

販売費及び一般管理費 1,603,907

営業利益 780,123

営業外収益  

受取利息 5,366

受取配当金 3,327

貸倒引当金戻入額 184

受取運賃 8,017

その他 3,538

営業外収益合計 20,433

営業外費用  

株式上場費用 22,000

和解金 3,399

その他 135

営業外費用合計 25,535

経常利益 775,021

特別損失  

投資有価証券評価損 290,123

固定資産除却損 145

特別損失合計 290,269

税金等調整前四半期純利益 484,752

法人税、住民税及び事業税 251,586

法人税等調整額 △11,595

法人税等合計 239,990

少数株主利益 4,115

四半期純利益 240,646



(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 484,752

減価償却費 108,795

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,469

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,004

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,995

受取利息及び受取配当金 △8,693

固定資産除却損 145

投資有価証券評価損益（△は益） 290,123

売上債権の増減額（△は増加） 407,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,491

仕入債務の増減額（△は減少） △128,154

前受金の増減額（△は減少） 102,459

未払金の増減額（△は減少） 17,646

破産更生債権等の増減額（△は増加） △16,145

その他 10,032

小計 1,083,259

利息及び配当金の受取額 15,340

法人税等の支払額 △534,619

営業活動によるキャッシュ・フロー 563,980

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △500,000

有形固定資産の取得による支出 △54,936

無形固定資産の取得による支出 △118,384

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

200,000

貸付けによる支出 △260

貸付金の回収による収入 1,165

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △909

保険積立金の増減額（△は増加） △10,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,796

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 581

配当金の支払額 △131,706

財務活動によるキャッシュ・フロー △131,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,941

現金及び現金同等物の期首残高 1,119,110

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,068,168
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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。 

 

(5) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

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）          (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,212,335 1,230,585 1,788,915 7,231,836 ― 7,231,836

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,914 1,863 ― 3,777 (3,777) ―

計 4,214,249 1,232,449 1,788,915 7,235,614 (3,777) 7,231,836

営業費用 3,119,738 1,198,699 1,781,706 6,100,144 433,491 6,533,636

営業利益 1,094,510 33,749 7,208 1,135,469 (437,269) 698,200

(注) １.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 

 

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）          (単位：千円) 

 システム 

インテグレー

ション事業 

ＩＴインフ

ラ提供事業

インター 

ネット通信

販売事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,424,011 1,220,829 2,065,440 7,710,280 ― 7,710,280

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
980 2,581 ― 3,561 (3,561) ―

計 4,424,991 1,223,410 2,065,440 7,713,842 (3,561) 7,710,280

営業費用 3,226,436 1,170,761 2,064,168 6,461,366 468,790 6,930,157

営業利益 1,198,554 52,649 1,271 1,252,475 (472,352) 780,123

(注) １.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な内容 

(1) システムインテグレーション事業  ：プロダクト系ＳＩサービス、受託開発系ＳＩサービス、市販パッケー

ジソフト提供サービス、ネットワーク構築保守サービスの提供 

(2) ＩＴインフラ提供事業       ：法人顧客に対するパソコン、サーバー、その周辺機器及びネットワー

ク製品等の販売 

(3) インターネット通信販売事業    ：個人顧客に対するパソコン、ＩＴ周辺機器及び家電等の販売 
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【所在地別セグメント情報】 

 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） 

  在外子会社、在外支店がないため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） 

  在外子会社、在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 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） 

  海外売上高がないため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） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  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） 

   該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

「参考資料」 

 (要約)前第３四半期連結損益計算書 

 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日） 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 売上高 7,231,836

Ⅱ 売上原価 4,998,648

売上総利益 2,233,188

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,534,987

営業利益 698,200

Ⅳ 営業外収益 39,820

Ⅴ 営業外費用 1,317

  経常利益 736,703

Ⅵ 特別利益 665

Ⅶ 特別損失 11,816

税金等調整前四半期 
純利益 

725,552

法人税、住民税及び 
事業税 

277,446

法人税等調整額 16,076

少数株主利益 4,250

四半期純利益 427,779

 

 



株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

(要約)前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円) 

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 725,552 

   減価償却費 79,688 

   貸倒引当金の増減額 10,442 

   賞与引当金の増減額 △97,292 

   退職給付引当金の増減額 6,569 

   役員退職慰労引当金の増減額 7,471 

   受取利息及び受取配当金 △22,811 

   株式交付費償却 611 

   固定資産除却損 8,090 

   投資有価証券売却益 △665 

   投資有価証券売却損 680 

   投資有価証券評価損 3,045 

   売上債権の増減額 225,919 

   たな卸資産の増減額 △221,755 

   仕入債務の増減額 △126,679 

   前受金の増減額 42,441 

   未払金の増減額 △51,698 

   破産更生債権等の増減額 △14,079 

   その他 3,372 

    小計 578,905 

   利息及び配当金の受取額 20,465 

   法人税等の支払額 △390,992 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 208,378 

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 △49,102 

   無形固定資産の取得による支出 △50,261 

   投資有価証券の取得による支出 △739,423 

   投資有価証券の償還及び売却による収入 233,982 

   貸付による支出 △215 

   貸付金の回収による収入 5,460 

   保険積立による支出 △10,472 

   敷金保証金の差入による支出 △20,931 

   敷金保証金の返還による収入 914 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △630,048 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   株式の発行による収入 7,587 

   自己株式の取得による支出 △67,591 

   少数株主からの払込による収入 99,650 

   配当金の支払額 △98,364 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △58,718 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △480,389 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,165,179 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 684,789 

 




