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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 6,299 ― 326 ― 330 ― 206 ―
20年3月期第3四半期 6,271 ― 339 ― 328 ― 185 ―

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 102.78 ―
20年3月期第3四半期 97.31 ―

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 4,033 2,498 62.0 1,245.88
20年3月期 4,211 2,364 56.1 1,179.10

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,498百万円 20年3月期  2,364百万円

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 ― 36.00 36.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 40.00 40.00

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  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 8,500 △3.2 500 △18.1 504 △16.1 292 △14.0 145.90

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 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  2,005,400株 20年3月期  2,005,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  2,005,400株 20年3月期第3四半期  1,906,127株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・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。 
なお、業績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。  
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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の経済は、米国による金融市場の混乱が、世界の金融市場

に大きな影響を与え、新興国を含めた世界的な同時不況、外需の一層の下押し圧力、消費の足踏み、

雇用の低迷、急激な為替相場の変動による企業業績への影響等により景気は急速に後退いたしまし

た。 

当業界におきましては、世界的な景気の急減速により、企業業績へも影響が及ぶこととなり、企

業においては一層の予算統制の動きが見られました。また、一部の企業においては開発案件の凍結

や延期及び開発規模の縮小等が発生し、ビジネス環境は一段と厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況下、当社は既存顧客の深耕開拓や新規顧客の拡大に注力し業績向上に努めるとと

もに、他社との競争力を高めるべく技術力の向上及び品質向上に向けた一層の取り組みの強化、生

産性の向上を図った結果、微増収となりました。また利益面につきましては、総経費の低減に努め

たことにより、微増益となりました。以上の結果、当第３四半期累計期間における経営成績は、売

上高62億99百万円、経常利益３億30百万円、四半期純利益２億６百万円となりました。 

 

当第３四半期累計期間における事業別の業績は以下のとおりであります。 

(ソフトウェア開発事業) 

当社の主力事業でありますソフトウェア開発事業の売上高は60億34百万円となりました。Ｗｅｂ

関連をはじめとする通信ソリューション系は概ね順調に推移したものの、通信端末系は、国内携帯

電話市場が低迷したことにより、通信系ソフトウェア開発全体としては伸び悩みとなりました。ま

た、制御系ソフトウェア開発においては、デジタル情報機器等が概ね順調に推移したことにより、

全体としては堅調な推移となりました。 

(テクニカルサービス事業) 

売上高は２億39百万円となりました。国内携帯電話市場の飽和による評価案件の低迷や、ネット

ワーク構築・保守・運用サービスが伸び悩んだことにより、全体としては低調な推移となりました。 

(ＩＴコンポーネント事業) 

売上高は24百万円となりました。顧客における内部統制関連でのＩＴ化投資による社内システム

整備、基幹システムリプレイス等の需要が一巡したことや設備投資を控えたことにより低調な推移

となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

流動資産は、前事業年度末に比べて２億19百万円減少（6.3％減）し、32億76百万円となりました。

減少の主な要因は、現金及び預金の減少４億88百万円、受取手形及び売掛金の減少３億59百万円、

仕掛品の増加２億43百万円、グループバンク制度への短期貸付金の増加４億円によるものでありま

す。 

（負債の部） 

流動負債は、前事業年度末に比べて３億85百万円減少（32.2％減）し、８億11百万円となりまし

た。減少の主な要因は、買掛金の減少１億７百万円、未払法人税等の減少１億38百万円、賞与引当

金の減少２億２百万円、預り金の増加63百万円によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて73百万円増加（11.3％増）し、７億22百万円となりました。

増加の主な要因は、退職給付引当金の増加67百万円によるものであります。 

（純資産の部） 

純資産は、前事業年度末に比べて１億33百万円増加（5.7％増）し、24億98百万円となりました。

増加の主な要因は、四半期純利益２億６百万円の計上と、配当金の発生72百万円による減少であり

ます。 

 

サイバーコム株式会社（3852）平成21年３月期 第３四半期決算短信（非連結）

- 2 -



（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期累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、６億３百万

円と前事業年度末に比べ４億88百万円の減少（44.7％減）となりました。 

営業活動により支出した資金は、２百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が３

億30百万円、売上債権の減少３億59百万円、たな卸資産の増加２億44百万円、賞与引当金の減少２

億２百万円、法人税等の支払額２億34百万円によるものであります。 

投資活動により支出した資金は、４億13百万円となりました。これは主に、グループバンク制度

への短期貸付によるものであります。 

財務活動により支出した資金は、71百万円となりました。これは、配当金の支払によるものであ

ります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気後退の下、日本経済でも企業業績の悪化による設備投資の抑制が進んでおり、当社

が属する情報サービス業界においても大きな影響を受けております。当社を取巻く経営環境は日ご

とに厳しさを増しており、主力事業であるソフトウェア開発事業においては、企業における情報化

投資の削減が顕在化し、開発案件の凍結や延期及び開発規模の縮小等が発生しております。このよ

うな事業環境悪化の下、当社といたしましては、総経費の低減や市場の拡大に注力し業績の向上に

努めております。しかしながら、売上が集中する第４四半期においても当社を取巻く経営環境は、

極めて厳しい状況で推移すると予想されることから、通期業績予想を修正いたします。 

     （単位：百万円） 

 
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

前回発表予想（Ａ） 10,000   700   700   400 199 円 46 銭 

今回修正予想（Ｂ）   8,500   500   504   292 145 円 90 銭 

増 減 額（Ｂ－Ａ）  △1,500  △200  △196  △108 － 

増 減 率  （％）  △15.0  △28.6  △28.0  △27.0 － 

(ご参考)前期実績 

(平成 20 年 3月期) 
  8,780   610   601   340 176 円 13 銭 

 

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 

①たな卸資産の評価方法 

四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、合理的な方法により算定

する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する

方法によっております。 

 

(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 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

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」（企業会計基準委員

会 平成19年３月14日 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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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）を当第１四半期会計期間より適用し、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。この変更に伴う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」（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 企業会計基準適用指針第16号）を当

第１四半期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。この変更に伴う損

益に与える影響はありません。 
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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 603,841 1,092,219

受取手形及び売掛金 1,617,966 1,977,063

商品 648 －

仕掛品 402,821 159,165

その他 651,310 268,015

貸倒引当金 △304 △360

流動資産合計 3,276,284 3,496,103

固定資産   

有形固定資産 268,799 274,584

無形固定資産 56,254 40,251

投資その他の資産 431,710 400,285

固定資産合計 756,764 715,121

資産合計 4,033,049 4,211,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,272 310,986

賞与引当金 224,642 427,500

役員賞与引当金 15,001 13,972

その他 368,936 444,876

流動負債合計 811,853 1,197,335

固定負債   

退職給付引当金 703,841 636,169

役員退職慰労引当金 18,866 13,151

固定負債合計 722,708 649,321

負債合計 1,534,561 1,846,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,562 399,562

資本剰余金 307,562 307,562

利益剰余金 1,791,363 1,657,441

株主資本合計 2,498,488 2,364,566

純資産合計 2,498,488 2,364,566

負債純資産合計 4,033,049 4,211,224
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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 6,299,141

売上原価 5,091,137

売上総利益 1,208,004

販売費及び一般管理費 881,114

営業利益 326,890

営業外収益  

受取利息 3,297

受取事務手数料 804

その他 162

営業外収益合計 4,263

営業外費用  

為替差損 210

営業外費用合計 210

経常利益 330,943

特別利益  

貸倒引当金戻入額 55

特別利益合計 55

税引前四半期純利益 330,999

法人税、住民税及び事業税 64,086

法人税等調整額 60,797

法人税等合計 124,883

四半期純利益 206,115
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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 330,999

減価償却費 14,477

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55

賞与引当金の増減額（△は減少） △202,857

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67,671

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,714

受取利息 △3,297

売上債権の増減額（△は増加） 359,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,305

仕入債務の増減額（△は減少） △107,714

その他 7,330

小計 228,089

利息の受取額 3,700

法人税等の支払額 △234,781

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,991

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 △1,731

無形固定資産の取得による支出 △14,069

短期貸付金の増減額（△は増加） △399,940

その他 1,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,815

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △71,570

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △488,378

現金及び現金同等物の期首残高 1,092,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 603,841
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「参考資料」 

前第３四半期に係る財務諸表等 

（要約）前四半期損益計算書 

                   （単位：千円） 

前第３四半期会計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 6,271,515

Ⅱ 売上原価 5,177,697

   売上総利益 1,093,817

Ⅲ 販売費及び一般管理費 754,259

   営業利益 339,558

Ⅳ 営業外収益 4,999

Ⅴ 営業外費用 16,211

   経常利益 328,346

Ⅵ 特別利益 7

Ⅶ 特別損失 748

   税引前四半期純利益 327,604

   税金費用 142,114

   四半期純利益 185,489
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