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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 6,178 ― △173 ― △118 ― △92 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △26.29 ―

20年3月期第3四半期 ― ―

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 9,051 7,222 79.3 2,050.86
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,177百万円 20年3月期  ―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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

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 10,000 ― 150 ― 200 ― 104 ― 29.70

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 
・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な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、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
・当連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、前年第3四半期及び前期末の連結業績については記載しておりません。 
・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  3,510,000株 20年3月期  3,510,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,360株 20年3月期  8,860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  3,500,393株 20年3月期第3四半期  3,501,800株
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(参考) 

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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 9,600 △0.1 135 △56.7 188 △52.6 102 △53.6 29 13
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当連結会計年度より子会社１社を連結会社とする連結財務諸表を作成しております。従いまして、前年同期と

の比較に関する記述については記載せず、当連結会計年度内の情報のみ記載しております。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は6,178百万円、営業利益△173百万円、経常利益△118百万円、四半期純

利益△92百万円となりました。 

商品別の第２四半期累計、第３四半期及び第３四半期累計販売実績は以下のとおりです。 

（単位：百万円）
 

  
当連結会計年度におきましては、第２四半期累計期間まで堅調な販売状況でしたが、第３四半期に入り、米国

金融危機に端を発する世界同時不況の影響が国内企業にも波及し、設備投資の冷え込みにより、販売状況は悪化

いたしました。 

ソフトウェア開発・システム販売では、水道事業者向けパッケージ製品及び都市ガス事業者向けパッケージ製

品の既存顧客リプレース販売が順調に推移しましたが、製造業向けの受託ソフトウェア販売が減少いたしまし

た。 

情報処理サービスにおきましては、地方自治体向けの受託処理サービス、及び水道事業者向け料金徴収アウト

ソーシングサービスの販売が主なものとなっておりますが、地方自治体向けの受託処理サービスの販売が減少い

たしました。 

システム機器・プロダクト関連販売では、製造業向けのＣＡＤ販売、サーバー、パソコン、ネットワーク機器

販売のほか、学校及び図書館向けのシステム機器及びプロダクトの販売を中心としておりますが、自動車関連製

造業の設備予算凍結が影響し、製造業向けの一連の販売が減少いたしました。 

その他の情報サービスでは、システム機器及びソフトウェアの保守サービス、サポートデスクサービスの販売

が主なものとなっており、販売状況に大きな変化はありません。 

なお、当期はＥＲＰ事業の拡大、デジタルエンジニアリング事業、組込み事業を新規に立ち上げることを目標

としておりますが、これらの事業分野ではコア人材育成のための先行投資の段階であり、現状ではＥＲＰコンサ

ルサービスが若干伸びたほかは収益貢献には至っておりません。 

以上のような販売状況の結果、第３四半期連結累計期間の売上高は6,178百万円に留まり、年金及び退職金給

付割合の増加、固定給の増加、及び、新規事業への人材確保のための投資等による人件費増により、売上原価

4,954百万円、販売費及び一般管理費1,397百万円となり、営業利益は△173百万円となりました。 

また、受取利息及び受取配当金等の増加に伴い営業外損益が54百万円となった事により、経常利益は△118百

万円となり、固定資産除却損等による特別損失24百万円が発生しましたが、法人税等の調整により、四半期純利

益は△92百万円となりました。 

  

【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

21年3月期 21年3月期 21年3月期

第2四半期累計 第3四半期 第3四半期累計

ソフトウェア開発・システム販売 820 344 1,165

情報処理サービス 1,126 384 1,511

システム機器・プロダクト関連販売 1,087 321 1,408

その他の情報サービス 1,412 681 2,093

合 計 4,446 1,732 6,178
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、9,051百万円となりました。 

主なものは、現金及び預金777百万円、売掛金741百万、有価証券1,298百万円、関係会社短期貸付金1,000百万円

等であります。負債は、1,829百万円となり、主なものは、買掛金305百万円、賞与引当金212百万円等でありま

す。純資産は、7,222百万円となり、自己資本比率は79.3%、１株当たり純資産は、2,050円86銭となりました。 

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、期首に比べ1,578百

万円増加し、2,530百万円となりました。 

 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・フローは、税金等調整前四半期純利益は減少しましたが、売掛債権の回収等によ

り621百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金を資金に含めたこと等により909百万円の収入と

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により48百万円の収入となりました。 

  

世界同時不況の影響は当社にとっては製造業のお客様への販売減少として第３四半期に顕著に出てきておりま

す。第４四半期にもこのような厳しい状況が続くことが予想され、販売状況はさらに悪化することが見込まれま

す。このような状況下、当初予想どおりの通期業績を確保することが困難になることも予想されます。しかしな

がら、自治体、水道事業者、都市ガス事業者、流通業向けの販売は比較的順調に推移しており、計画に上乗せで

きる可能性も合わせ、全体としての業績予想については現在精査中です。従いまして、現時点では、平成20年８

月11日に発表した業績予想の変更はいたしません。 

なお、上記業績予想は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、予想に内在する不確定

要素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が予想の数値と異なる場合がありますこ

とをご承知おきください。 

  

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

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によっております。 

 また、棚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、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 

①税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 なお、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態に関する分析

(2) キャッシュ・フローの状況

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
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①㈱両毛ビジネスサポートは重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めておりま

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。 

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 最終改正平成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 

最終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用しておりま

す。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、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。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

④「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。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

⑤第１四半期連結会計期間より受注損失引当金を計上しております。 

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、四半期連結会計期間末時点で将来の損失が見込まれ、且つ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌四半期連結会計期間以降に発生が見込まれる損失額を計

上しております。 

 なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益に与える影響額は軽微であり、経常利益、税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 

⑥第１四半期連結会計期間より役員退職慰労引当金を廃止いたしました。 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年４月

22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決定し、平成20年６月26日開催の定時株主

総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給が承認可決されました。 

(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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 777,348

受取手形 86,492

売掛金 741,816

有価証券 1,298,098

原材料 5,400

仕掛品 877,359

関係会社短期貸付金 1,000,000

その他 841,625

貸倒引当金 △545

流動資産合計 5,627,596

固定資産  

有形固定資産 937,220

無形固定資産 233,766

投資その他の資産  

長期前払費用 1,019,000

その他 1,233,795

投資その他の資産合計 2,252,795

固定資産合計 3,423,781

資産合計 9,051,378

負債の部  

流動負債  

買掛金 305,108

短期借入金 190,000

未払法人税等 3,304

賞与引当金 212,284

受注損失引当金 15,484

その他 563,305

流動負債合計 1,289,488

固定負債  

その他 539,581

固定負債合計 539,581

負債合計 1,829,070

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,966,900

資本剰余金 2,453,650

利益剰余金 2,765,883

自己株式 △8,190

株主資本合計 7,178,243

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △970

評価・換算差額等合計 △970

少数株主持分 45,035

純資産合計 7,222,308

負債純資産合計 9,051,378
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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 6,178,778

売上原価 4,954,474

売上総利益 1,224,303

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 606,178

賞与引当金繰入額 154,206

その他 637,195

販売費及び一般管理費合計 1,397,581

営業利益又は営業損失（△） △173,277

営業外収益  

受取利息 12,542

受取配当金 11,024

受取賃貸料 150,083

その他 24,956

営業外収益合計 198,606

営業外費用  

支払利息 601

有価証券売却損 133

賃貸収入原価 137,186

その他 5,957

営業外費用合計 143,879

経常利益又は経常損失（△） △118,549

特別利益  

固定資産売却益 496

特別利益合計 496

特別損失  

固定資産売却損 40

固定資産除却損 12,114

過年度損益修正損 6,989

その他 5,128

特別損失合計 24,273

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△142,326

法人税、住民税及び事業税 △53,818

法人税等調整額 －

法人税等合計 △53,818

少数株主利益 3,519

四半期純利益又は四半期純損失（△） △92,027
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△142,326

減価償却費 88,349

無形固定資産償却費 28,904

前払年金費用の増減額（△は増加） 10,006

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,201

受注損失引当金の増減額（△は減少） 15,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） △428

受取利息及び受取配当金 △23,566

有価証券売却損益（△は益） 133

投資有価証券評価損益（△は益） 2,128

支払利息 601

為替差損益（△は益） 174

たな卸資産廃棄損 325

固定資産売却損益（△は益） △456

固定資産除却損 12,114

売上債権の増減額（△は増加） 1,543,451

たな卸資産の増減額（△は増加） △543,951

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,894

仕入債務の増減額（△は減少） △234,114

未払費用の増減額（△は減少） △10,926

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,039

その他の固定負債の増減額（△は減少） 68,135

小計 659,981

利息及び配当金の受取額 21,650

利息の支払額 △680

法人税等の支払額 △59,882

営業活動によるキャッシュ・フロー 621,068

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 △247,000

定期預金の払戻による収入 185,000

関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) 1,800,000

有価証券の取得による支出 △297,505

投資有価証券の取得による支出 △466,866

投資有価証券の売却による収入 2,438

関係会社株式の取得による支出 △30,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） 80,652

有形固定資産の取得による支出 △95,388

無形固定資産の取得による支出 △22,016

投資活動によるキャッシュ・フロー 909,315

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） 94,000

自己株式の取得による支出 △930

配当金の支払額 △42,013

少数株主への配当金の支払額 △2,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 48,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,578,838

現金及び現金同等物の期首残高 951,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,530,372

㈱両毛システムズ(9691)平成21年３月期　第３四半期決算短信

8



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。 

  

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。 

  

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。 

  

前年同四半期に係る財務諸表等 
  
（要約）四半期損益計算書(個別） 

                     (単位：千円) 

(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

「参考資料」

科目

前年同四半期
(平成20年３月期 
第３四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 6,081,212

Ⅱ 売上原価 4,977,116

売上総利益 1,104,096

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,233,923

営業利益又は営業損失(△) △ 129,827

Ⅳ 営業外収益 216,325

Ⅴ 営業外費用 153,057

経常利益又は経常損失(△) △ 66,560

Ⅵ 特別利益 16

Ⅶ 特別損失 20,296

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失(△)

△ 86,840

法人税、住民税及び事業税 5,551

法人税等調整額 ─

四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 92,391
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当第３四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

 
  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注状況は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

   
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

   
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第３四半期連結累計期間の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 

対する割合は次のとおりであります。 
  

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

商品別 生産高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 953,563

情報処理サービス 1,370,449

システム機器・プロダクト関連販売 1,330,803

その他の情報サービス 1,844,605

計 5,499,422

(2) 受注状況

商品別 受注高(千円) 受注残高(千円)

ソフトウェア開発・システム販売 1,460,727 941,217

情報処理サービス 1,568,633 541,955

システム機器・プロダクト関連販売 1,729,425 506,007

その他の情報サービス 2,220,339 188,030

計 6,979,126 2,177,210

(3) 販売実績

商品別 販売高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 1,165,576

情報処理サービス 1,511,370

システム機器・プロダクト関連販売 1,408,568

その他の情報サービス 2,093,262

計 6,178,778

相手先

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)

販売高(千円) 割合(％)

㈱ミツバ 771,045 12.5
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