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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10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9月期第1四半期 410 ― 15 ― △28 ― △48 ―

20年9月期第1四半期 555 13.1 101 △16.3 112 △14.2 65 11.9

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9月期第1四半期 △1,203.01 ―

20年9月期第1四半期 1,608.29 ―

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9月期第1四半期 2,618 2,179 83.2 53,821.78
20年9月期 3,153 2,346 74.4 57,944.62

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  2,179百万円 20年9月期  2,346百万円

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9月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 1,000 △26.1 150 △72.9 150 △72.9 40 △86.8 987.65
通期 2,400 0.1 800 △7.0 800 △8.0 420 △14.1 10,370.37

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  無  

(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） 

詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  40,900株 20年9月期  40,900株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  400株 20年9月期  400株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  40,500株 20年9月期第1四半期  40,500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の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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧下さい。 
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

(1）当第１四半期会計期間の経営成績

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済については、世界的な景気悪化を受け、輸出、設備投資、生産、雇用、

消費全てにわたって急速に悪化しました。世界的な株式市場の下落、急激な円高から需要が冷えこみ、輸出産業の不

振、企業業績の悪化など実体経済に未曾有の危機が押し寄せる事態となっております。

  金融業界におきましては、株式市場の下落から所有有価証券の評価損の計上や減損処理を余儀なくされ業績は悪化

している状況となっております。また地域経済の後退から建設不動産関連を主体に倒産企業が相次ぎ、多くの金融機

関は取引先の業況を注視し、一層厳しいリスク管理が求められています。

  このように厳しい経済環境から、当社の主要販売先である金融機関の設備投資意欲は減退しており、大型投資は手

控える傾向にあります。しかし金融機関も必要な投資を選別しており、必要性の高いもの、緊急性のあるもの、投資

効率の高いものなどは引き続き受注獲得に繋がるものと考えています。

　売上高につきましては、以上のように環境が厳しい中で「担保不動産評価管理システム」や「決算書リーディング

システム」は前年同期並みの売上高をあげたものの、前年同期の大型案件の反動もあり、主力の「法人格付システ

ム」や「自己査定支援システム」は前年同期比大幅減となりました。経常損益及び四半期純損益につきましては、減

収と複合金融商品評価損の計上及び投資有価証券の減損処理により赤字となっております。

  以上の結果、売上高は410,877千円（前年同期比26.0％減）、経常損失は28,540千円、四半期純損失は48,722千円

となりました。 

 　(2）事業部門別の業績

　 　「システムインテグレーション事業」

　「担保不動産評価管理システム」の売上高は前年同期比微減に止まり、「決算書リーディングシステム」は前年同

期比増加しました。しかしながら「法人格付システム」と「自己査定支援システム」の売上高につきましては、前年

同期に大型案件が立て続けに売上計上された反動と、金融機関が大型投資へやや慎重な姿勢が出てきたことから大幅

減収となり、システムインテグレーション事業の売上高は95,619千円（前年同期比58.3％減）、売上高構成比は

23.3％となりました。

　　 「システムサポート事業」

  メンテナンス売上高は、これまでシステム販売が伸びてきたことにより前年同期比微増となりましたが、担保代行

入力の減収を補いきれず、システムサポート事業の売上高は315,257千円（前年同期比3.2％減）、売上高構成比は

76.7％となりました。

※前年同期比につきましては、参考値としております。

２．財政状態に関する定性的情報

(1）資産、負債及び純利益の状況

　当第１四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ385,960千円減少し1,861,970千円

となりました。これは主に現金及び預金が前期末の売上債権の回収により増加した一方、売掛金及び有価証券が減少

したことによるものです。固定資産は前事業年度末に比べ148,814千円減少し756,469千円となりました。これは主に

投資有価証券が期末時価評価により減少したことによります。この結果、資産合計は前事業年度に比べ534,774千円

減少し2,618,440千円となりました。

　負債につきましては、未払金関連の減少や前受収益の減少等により前事業年度末に比べ367,800千円減少し438,657

千円となりました。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ166,974千円減少し2,179,782千円となりました。これは主に四半期純

損失48,722千円の計上及び配当金の支払による利益剰余金の減少と、投資有価証券の時価下落による評価・換算差額

等の減少によるものです。 

　この結果、自己資本比率は前事業年度末の74.4％から83.2％となりました。
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 　(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ442,359千

円増加し、当第１四半期会計期間末には、1,575,318千円となりました。

　　 　当第１四半期会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、次のとおりであります。

　　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果得られた資金は433,602千円(前年同期比100.8％増)となりました。これは主に税引前四半期純損失

79,842千円の計上や、法人税等の支払198,346千円による資金の減少があった一方で、売上債権の減少794,910千円に

よる資金の増加があったこと等によります。

　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果得られた資金は101,511千円(前年同期は49,562千円の使用)となりました。これは主に投資有価証

券の売却・償還による収入103,203千円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)

　財務活動の結果使用した資金は92,754千円(前年同期比9.0％増)となりました。これは配当金の支払によるもので

あります。

※前年同期比につきましては、参考値としております。

３．業績予想に関する定性的情報

  今後のわが国経済は厳しい状況が続くと予想されます。また、わが国の金融業界も証券市場の悪化と取引先の業況

悪化により金融機関自体の業績も一層厳しくなると予想されます。

　このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関向けに的確にニーズを掘り起こし、きめ細

かい対応により受注を獲得してまいりたいと考えております。そのため、既存製品のバージョンアップを行い、融資

業務における「契約書作成支援システム」などの新製品の販売に注力し、セミナー等を通して新規開拓も展開してま

いります。

  以上により、平成21年９月期業績につきましては、第２四半期、通期ともに平成20年11月10日公表の業績予想から

変更しておりません。

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

　該当事項はありません。

(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

①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。

　   ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

  「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　企業会計基準委員会)を当第１四

半期会計期間から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法(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。

　これによる損益に与える影響はありません。
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③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「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日以後開始する

事業年度に係る四半期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、当第１四半期会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　　 ④製品保証引当金に係る会計方針の変更

　従来、個別案件に対する補修見込額を引当計上しておりましたが、当第１四半期会計期間より過去の実績率を基準

とした補修見積額を引当計上しております。この見直しは当第１四半期会計期間から、過去一定期間の製品販売後の

無償補修についての実績分析が可能になったことから財務の健全性を高め、期間損益計算の適正化を図ることを目的

として行ったものです。

　これにより営業利益は974千円減少し、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ同額増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,575,318 1,132,959

売掛金 140,187 935,098

有価証券 28,754 77,280

仕掛品 56,681 61,781

繰延税金資産 17,989 14,647

未収収益 29,083 14,626

その他 14,182 12,561

貸倒引当金 △227 △1,022

流動資産合計 1,861,970 2,247,931

固定資産   

有形固定資産 98,105 99,961

無形固定資産   

ソフトウエア 26,690 29,485

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 27,806 30,601

投資その他の資産   

投資有価証券 415,645 599,510

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 109,405 69,703

会員権 38,440 38,440

投資その他の資産合計 630,557 774,721

固定資産合計 756,469 905,283

資産合計 2,618,440 3,153,215
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,158 50,054

未払金 90,400 97,388

未払消費税等 13,658 21,278

未払法人税等 384 202,357

前受収益 123,153 228,957

賞与引当金 18,036 56,183

製品保証引当金 2,034 8,705

受注損失引当金 1,584 －

その他 33,229 7,041

流動負債合計 299,640 671,968

固定負債   

役員退職慰労引当金 139,017 134,490

固定負債合計 139,017 134,490

負債合計 438,657 806,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 74,907 85,510

繰越利益剰余金 1,538,822 1,678,192

利益剰余金合計 1,615,547 1,765,519

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,251,856 2,401,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72,073 △55,071

評価・換算差額等合計 △72,073 △55,071

純資産合計 2,179,782 2,346,757

負債純資産合計 2,618,440 3,153,215
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 410,877

売上原価 256,797

売上総利益 154,079

販売費及び一般管理費 138,791

営業利益 15,288

営業外収益  

受取利息 629

受取配当金 99

有価証券利息 3,963

その他 3

営業外収益合計 4,696

営業外費用  

複合金融商品評価損 48,525

営業外費用合計 48,525

経常損失（△） △28,540

特別利益  

貸倒引当金戻入額 794

特別利益合計 794

特別損失  

固定資産除売却損 10

投資有価証券評価損 52,086

特別損失合計 52,096

税引前四半期純損失（△） △79,842

法人税、住民税及び事業税 350

法人税等調整額 △31,470

法人税等合計 △31,120

四半期純損失（△） △48,722
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純損失（△） △79,842

減価償却費 6,332

貸倒引当金の増減額（△は減少） △794

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,147

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,670

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,527

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,584

受取利息及び受取配当金 △4,692

複合金融商品評価損 48,525

投資有価証券評価損益（△は益） 52,086

固定資産除売却損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 794,910

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,099

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,214

仕入債務の増減額（△は減少） △32,895

未払金の増減額（△は減少） △15,483

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,620

前受収益の増減額（△は減少） △105,804

その他の流動負債の増減額（△は減少） 22,209

小計 627,120

利息及び配当金の受取額 4,828

法人税等の支払額 △198,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 433,602

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △1,691

投資有価証券の売却及び償還による収入 103,203

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,511

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △92,754

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,359

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,575,318
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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。

（4）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 555,165

Ⅱ　売上原価 314,606

売上総利益 240,559

Ⅲ　販売費及び一般管理費 138,579

営業利益 101,980

Ⅳ　営業外収益 10,156

Ⅴ　営業外費用 －

経常利益 112,136

Ⅵ　特別利益 375

Ⅶ　特別損失 300

税引前四半期純利益 112,211

税金費用 47,075

四半期純利益 65,135
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前第１四半期純利益 112,211

　減価償却費 12,080

　貸倒引当金の減少額 △375

　賞与引当金の減少額 △28,546

　製品保証引当金の減少額 △10,136

　役員退職慰労引当金の増加額 4,120

　受取利息及び受取配当金 △9,995

　投資有価証券評価損 300

　売上債権の減少額 370,099

　たな卸資産の減少額 14,186

　その他流動資産の増加額 △10,925

　仕入債務の増加額 5,767

　未払金の減少額 △18,156

　未払消費税等の減少額 △2,792

　前受収益の減少額 △84,029

　その他流動負債の増加額 16,435

小計 370,244

　利息及び配当金の受取額 10,206

　法人税等の支払額 △164,470

営業活動によるキャッシュ・フロー 215,981

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 △107

　無形固定資産の取得による支出 △513

　投資有価証券の取得による支出 △49,114

　投資有価証券の売却・償還による収入 172

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,562

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △85,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,094

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 81,324

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 945,818

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,027,142

㈱情報企画（3712）　平成21年９月期　第１四半期決算短信

- 11 -



 ６．その他の情報

　   生産、受注及び販売の状況

 （1）生産実績

　　　当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第１四半期会計期間　

　(自　平成20年10月１日　
　至　平成20年12月31日）　

　システムインテグレーション(千円) 95,619

　システムサポート(千円) 315,257

合計(千円) 410,877

（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。

（2）受注状況

　　　当第１四半期会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別　 受注高(千円) 受注残高(千円)

　システムインテグレーション 98,936 119,632

　システムサポート 316,432 1,850

合計 415,368 121,482

（注）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１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第１四半期会計期間　

　(自　平成20年10月１日　
　至　平成20年12月31日）　

　システムインテグレーション(千円) 95,619

　システムサポート(千円) 315,257

合計(千円) 410,877

（注）１．当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下

のとおりであります。

 相手先

当第１四半期会計期間 
    （自　平成20年10月１日
      至　平成20年12月31日）  

販売高（千円） 　　割合（％）  

 ㈱しんきん情報サービス 51,584 12.6

　　   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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