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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 13,130 ― △935 ― △1,039 ― △623 ―

20年3月期第3四半期 13,616 12.6 △226 ― △229 ― △189 ―

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 △54.04 ―

20年3月期第3四半期 △16.48 ―

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 15,077 7,344 48.7 640.64
20年3月期 15,455 8,118 52.5 705.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,344百万円 20年3月期  8,118百万円

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  有  
 

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 19,500 △6.9 △400 ― △550 ― △370 ― △32.09

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 
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。 
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。  

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  11,793,600株 20年3月期  11,793,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  329,414株 20年3月期  291,030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  11,529,614株 20年3月期第3四半期  11,501,055株
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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、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融危機による株価の下落、急激な円高などの影響により、輸出産業を中心に企業収益は短期間で

急速に悪化いたしました。こうした企業業績低迷の連動により設備投資は減少、雇用情勢も厳しさを増

すなど、今後の経済は大きな不安を抱えた状況となっております。 

 情報サービス産業の事業環境におきましては、今年度の後半に入って企業収益の悪化に伴う新規投資

の先送りや中止など急速に投資抑制傾向が強まっております。 

 このような状況下、当社グループは、中堅中小企業を中心とした民需マーケットにおいて、ＩＴ関連

投資計画の先送りや中止が頻発し、当初予想の売上を確保するには至りませんでした。 

 この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は131億30百万円と、前年同期に比べ3.6％の減収となり

ました。利益面につきましては、開発システムの機能・性能面に対する顧客との認識の差異や仕様決定

時に想定しえない問題などの収益を圧迫するプロジェクトは概ね収束しましたが、一部のプロジェクト

において当第３四半期にも影響を及ぼし損失を拡大いたしました。また、プロダクト開発投資（ソフト

ウェアパッケージの機能強化）における想定以上の開発工数の発生により原価が増大したことも損益悪

化要因となりました。以上の結果、営業損失は９億35百万円（前年同期は営業損失２億26百万円）とな

り、さらに、金融市場の混乱により保有する有価証券に評価損が発生したため、経常損失は10億39百万

円（前年同期は経常損失２億29百万円）に、四半期純損失は６億23百万円（前年同期は四半期純損失１

億89百万円）となりました。 

 第３四半期連結累計期間の事業品目別の概況は次の通りです。 
  

システム開発の売上高では、前年度の業績を押し上げた金融業向け業務開発の売上が伸び悩んだこ

とに加え、主として民需マーケットにおいて予定していた案件の先送りや中止が多く発生したことに

より、前年同期に比べ売上が大きく落ち込みました。 

 その結果、システム開発売上高は、74億３百万円(前年同期比10.4％減)となりました。 
  

サービスの売上につきましては、ＡＳＰサービスなどのストックビジネスやＳＩ運用支援サービ

ス、ソフトウェア保守サービスなど顧客支援サービスが増加したことから、売上高は29億93百万円

（前年同期比21.0％増）となりました。 

 また、ハードウェア保守の売上につきましては、８億33百万円（前年同期比2.4％増）となりまし

た。 

 その結果、サービス売上高全体では、38億27百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 
  

システム機器等販売の売上高では、中堅・中小企業においてシステム機器購入時期の先送り、計画

の中止が目立ちました。 

 その結果、システム機器等販売売上高は、18億99百万円（前年同期比8.0％減）となりました。 

  
 

  

・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

＜システム開発＞

＜サービス＞

＜システム機器等販売＞

＜当社グループの四半期業績の特性について＞ 

 わが国では官庁、自治体は予算年度が４月から翌３月が原則であり、民間では事業年度を４月１

日から翌３月31日までと定めている企業が多いためシステムの導入、検収は年度の節目である９月

と３月に集中する傾向にあります。これに伴い当社グループの業績の特徴として第２四半期連結会

計期間末、第４四半期連結会計期間末に検収が集中し、売上高・利益も多くなります。その一方、

第１四半期連結会計期間と第３四半期連結会計期間は検収が少なく、他の四半期連結会計期間より

も売上高・利益が低い水準となる傾向にあります。
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（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は150億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３億78百万円減少いたしました。流動資産は103億15百万円となり、５億76百万円減少いたしました。

主な要因は、現金及び預金の増加（９億33百万円）、受取手形及び売掛金の減少（31億36百万円）、仕

掛品の増加（８億50百万円）等であります。固定資産は47億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億97百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の増加（１億13百万円）、投資有価証券の

減少（２億71百万円）、繰延税金資産の増加（１億74百万円）等であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は77億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億

94百万円増加いたしました。流動負債は45億７百万円となり、１億13百万円増加いたしました。主な要

因は、支払手形及び買掛金の減少（２億51百万円）、短期借入金の増加（７億75百万円）、賞与引当金

の減少（３億55百万円）等であります。固定負債は32億25百万円となり、２億81百万円増加いたしまし

た。主な要因は、社債の減少（３億90百万円）、長期借入金の増加（５億35百万円）等であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は73億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ７

億73百万円減少いたしました。主な要因は、第３四半期連結累計期間において四半期純損失の計上（６

億23百万円）、配当金の支払（92百万円）等であります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度

末の52.5%から48.7%となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末より９億３百万円増加し、41億36百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

です。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は44百万円となりました。主な要因は、売上債権の減少（31億64百万

円）等による収入に対して、税金等調整前四半期純損失の計上（10億９百万円）、たな卸資産の増加

（９億19百万円）等の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は１億25百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却（１億

65百万円）による収入に対して、投資有価証券の取得（82百万円）、無形固定資産の取得（73百万円）

等による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は10億73百万円となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額（７

億75百万円）、長期借入金の借入（７億20百万円）等の収入に対して、長期借入金の約定弁済（１億95

百万円）、社債の償還（１億30百万円）等の支出によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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今後の経済状況につきましては、深刻な世界的金融危機に加え、株式・為替市場の大幅な変動などの

影響を受け、基幹産業である自動車や電器メーカーなど輸出産業をはじめとして企業業績の低迷が継続

すると予想されます。また、情報サービス業界におきましては、企業収益の大幅な減少に伴い、ＩＴ関

連投資の抑制が一段と厳しくなると予想されます。 

 このような事業環境の中、当社グループにおきましては、新規案件の規模縮小や中止、予定していた

案件の先送りなどによる受注および売上の減少が予想されます。また、利益面につきましては、外注費

や出張旅費など徹底的な経費削減施策に取り組んでいますが、一部のプロジェクトにおいて発生した損

失やプロダクト開発投資の増大による損益の悪化をカバーしきれず、従来の業績予想を下回る見込みで

す。 

 この結果、平成20年９月19日に公表した通期の連結・個別の業績予想について修正いたします。 

 詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 （連結業績予想） 

    売 上 高   19,500 百万円 

    営業利益     △ 400 百万円 

    経常利益     △ 550 百万円 

    当期純利益   △ 370 百万円 

  
  

該当事項はありません。 
    

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

なお、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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
    

①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。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 「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。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間において、これによる損益に与える影響はありません。 

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」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第16号）を第１四半期連結

会計期間から早期に適用し、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、当第３四半期連結累計期間において、従来の方法によった場合に比べて、損益に与え

る影響は軽微であります。 

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
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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 4,166,823 3,233,208

受取手形及び売掛金 3,055,338 6,191,998

商品 280,186 210,882

仕掛品 1,593,159 742,915

繰延税金資産 647,044 386,633

その他 579,231 127,910

貸倒引当金 △6,077 △1,742

流動資産合計 10,315,707 10,891,807

固定資産   

有形固定資産   

土地 222,627 222,627

その他（純額） 231,871 117,924

有形固定資産合計 454,499 340,552

無形固定資産 121,279 59,328

投資その他の資産   

投資有価証券 1,211,039 1,482,584

繰延税金資産 1,253,988 1,079,121

差入保証金 525,551 423,527

その他 1,284,015 1,251,256

貸倒引当金 △88,967 △72,358

投資その他の資産合計 4,185,627 4,164,130

固定資産合計 4,761,406 4,564,010

資産合計 15,077,113 15,455,818
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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 317,268 568,386

短期借入金 1,070,000 295,000

1年内返済予定の長期借入金 210,000 220,000

1年内償還予定の社債 840,000 580,000

未払金 1,407,621 1,647,312

未払法人税等 51,934 219,681

賞与引当金 214,934 570,400

その他 395,902 293,638

流動負債合計 4,507,660 4,394,418

固定負債   

社債 － 390,000

長期借入金 720,000 185,000

退職給付引当金 2,292,291 2,273,491

役員退職慰労引当金 40,450 36,850

長期未払金 172,345 58,043

固定負債合計 3,225,087 2,943,384

負債合計 7,732,748 7,337,803

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 4,050,275 4,055,740

利益剰余金 △286,235 428,879

自己株式 △111,671 △112,782

株主資本合計 7,427,468 8,146,937

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △93,628 △39,838

為替換算調整勘定 10,524 10,916

評価・換算差額等合計 △83,103 △28,921

純資産合計 7,344,364 8,118,015

負債純資産合計 15,077,113 15,455,818
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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 13,130,867

売上原価 11,015,869

売上総利益 2,114,998

販売費及び一般管理費 3,050,282

営業損失（△） △935,283

営業外収益  

受取利息 21,627

受取配当金 16,543

仕入割引 10,368

有価証券売却益 250

保険配当金 7,419

その他 7,424

営業外収益合計 63,632

営業外費用  

支払利息 20,883

有価証券評価損 132,140

その他 15,013

営業外費用合計 168,037

経常損失（△） △1,039,688

特別利益  

投資有価証券売却益 29,985

特別利益合計 29,985

税金等調整前四半期純損失（△） △1,009,703

法人税、住民税及び事業税 11,903

法人税等調整額 △398,512

法人税等合計 △386,609

四半期純損失（△） △623,094
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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損失（△） △1,009,703

減価償却費 34,582

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600

賞与引当金の増減額（△は減少） △355,466

受取利息及び受取配当金 △38,170

仕入割引 △10,368

支払利息 20,883

投資有価証券評価損益（△は益） 132,140

投資有価証券売却損益（△は益） △30,235

売上債権の増減額（△は増加） 3,164,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △919,548

仕入債務の増減額（△は減少） △482,450

未払金の増減額（△は減少） 110,977

未払消費税等の増減額（△は減少） △99,355

その他 △289,804

小計 250,204

利息及び配当金の受取額 37,912

仕入割引の受取額 10,633

利息の支払額 △21,391

法人税等の支払額 △321,847

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,488

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 △30,000

投資有価証券の取得による支出 △82,511

投資有価証券の売却による収入 165,600

有形固定資産の取得による支出 △50,253

無形固定資産の取得による支出 △73,097

その他 △55,095

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,357

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） 775,000

長期借入れによる収入 720,000

長期借入金の返済による支出 △195,000

社債の償還による支出 △130,000

配当金の支払額 △92,020

その他 △4,353

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,073,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 903,615

現金及び現金同等物の期首残高 3,233,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,136,823
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

当社グループはソフトウェア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連

機器及びソフトウェア開発の両面を事業分野としております。 

顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウェア開発を事業内容としており不可

分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 
  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 

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） 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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(単位：千円) 

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 第３四半期連結損益計算書

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 13,616,227

 Ⅱ 売 上 原 価 10,982,297

    売 上 総 利 益 2,633,930

 Ⅲ  販売費及び一般管理費 2,860,114

    営 業 損 失 (△) △ 226,184

 Ⅳ 営 業 外 収 益 116,416

 Ⅴ 営 業 外 費 用 119,586

    経 常 損 失 (△) △ 229,354

 Ⅵ 特 別 利 益 1,223

 Ⅶ 特 別 損 失 42,070

    税金等調整前第３四半期純損失(△) △ 270,201

    法人税、住民税及び事業税 11,905

    法 人 税 等 調 整 額 △ 92,612

    第３四半期純損失(△) △ 189,493

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(単位：千円) 

(2) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科   目

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 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期純損失(△) △ 270,201

   減価償却費 33,361

   退職給付引当金の増減額（減少：△） 146,634

   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △ 58,800

   賞与引当金の増減額（減少：△） △ 269,238

   受取利息及び受取配当金 △ 80,546

   仕入割引 △ 13,444

   支払利息 25,044

   投資有価証券評価損益（△は益） 84,657

   投資有価証券売却損益（△は益） △ 6,538

   売上債権の増減額（増加：△） 2,954,825

   たな卸資産の増減額（増加：△） △ 1,257,563

   仕入債務の増減額（減少：△） △ 462,724

   未払金の増減額（減少：△） △ 44,981

   未払消費税等の増減額（減少：△） △ 74,259

   その他 △ 85,133

小   計 621,090

   利息及び配当金の受取額 81,398

   仕入割引の受取額 12,710

   利息の支払額 △ 25,096

   法人税等の支払額 △ 152,586

    営業活動によるキャッシュ・フロー 537,515

 Ⅱ 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 436,905

   有価証券の取得による支出 △ 590,889

   有価証券の売却等による収入 590,889

   投資有価証券の取得による支出 △ 589,407

   投資有価証券の売却等による収入 579,025

   有形固定資産の取得による支出 △ 7,157

   有形固定資産の売却による収入 174,065

   無形固定資産の取得による支出 △ 12,862

   その他 △ 3,675

    投資活動によるキャッシュ・フロー 576,893

 Ⅲ 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（減少：△） 180,000

   長期借入金の返済による支出 △ 165,000

   社債の償還による支出 △ 330,000

   配当金の支払額 △ 91,966

   その他 2,307

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 404,659

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 52

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 709,801

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,411,939

 Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 4,121,741

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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