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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 18,134 ― 684 ― 617 ― 212 ―
20年3月期第3四半期 18,881 △3.9 751 △4.5 665 △9.0 270 4.1

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 14.93 14.80
20年3月期第3四半期 18.75 18.45

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 18,180 8,803 44.8 573.94
20年3月期 18,806 9,058 44.8 585.54

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,142百万円 20年3月期  8,419百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― 12.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 24.00

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 27,100 3.0 1,400 9.2 1,300 8.7 580 △21.6 40.34

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、３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、３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.上記の予想につきましては、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  15,235,840株 20年3月期  15,235,840株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,048,230株 20年3月期  856,550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  14,228,642株 20年3月期第3四半期  14,433,660株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米国発の金融

危機が世界各国の実体経済に多大な影響を及ぼし、為替相場の急激な変動と相まって輸出産業に大きな打撃を与える

など経済全体が急速に悪化しております。 

 当社グループが所属する情報サービス産業は、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると平成20年４月

から10月の売上高が前年同期比0.7%増とほぼ横ばいで、９月、10月の単月でみると前年割れとなっております。平成

20年12月15日公表の日銀短観にもあるように、業況に関する先行き不透明感から企業のＩＴ投資に対する姿勢が慎重

化し、一部企業では案件の凍結、先送りや規模縮小がみられるなど厳しさを増しております。 

 このような環境下、当社グループは、売上拡大を図るため既存顧客とのリレーション強化やソリューションセミナ

ー開催による新規顧客開拓を積極的に展開し、仮想化技術の習得など技術面も強化してまいりました。また、同時に

ソフトウエア開発の標準化や見積り精度の向上、コスト管理の徹底を図ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は情報処理サービスが増収に寄与したものの、ソフトウエア開発、システム機器販売の減収に

より18,134百万円（前年同四半期累計期間比4.0%減）となりました。情報処理サービスの売上増、原価低減などが利

益増に貢献しましたが、内部統制（J-SOX）対応費用などが増加し、営業利益は684百万円（同9.0%減）、経常利益は

617百万円（同7.3%減）、株式市場の低迷による投資有価証券評価損の計上により四半期純利益は212百万円（同

21.5%減）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における売上区分別の売上状況は以下のとおりです。 

［情報処理サービス］  

 金融業、官公庁、小売流通業向けメーリングサービス（請求書発行等の代行サービス）、金融業向けのアウトソー

シングを中心に売上を伸ばし、5,686百万円（前年同四半期累計期間比5.2%増）となりました。 

［システム機器販売］ 

 システム導入に付随したＰＯＳ・パソコン・サーバー、その他用品等の販売が減少し、561百万円（同34.3%減）と

なりました。 

［ソフトウエア開発］  

 出版印刷業、通信業、製造業向けビジネスアプリケーション開発等の伸びがあったものの、組込みソフトウエア開

発における携帯電話関連の案件縮小等で、11,886百万円（同5.8%減）となりました。 

  

※なお、前年同四半期累計期間比は参考として記載しております。  

  

  

   当第３四半期末における総資産は18,180百万円となり、前連結会計年度末比626百万円の減少となりました。その

主な要因は、仕掛品の増加および第２データセンターの立ち上げに関わる設備投資による有形固定資産の増加等があ

ったものの、売上債権の減少ならびに固定資産の減価償却や投資有価証券の時価下落等があったことによるものであ

ります。 

 なお、純資産は8,803百万円となり、自己資本比率は44.8％と前連結会計年度と同水準を維持しております。 

 

   （キャッシュ・フローの状況） 

    当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。 

    当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して80百万円 

   減少し、当第３四半期末には2,341百万円となりました。 

 

   （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、692百万円となりました。 

    これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上546百万円、償却による資金の内部留保723百万円および売上債権

   の減少946百万円により資金が増加した一方、たな卸資産の増加758百万円、仕入債務の減少304百万円および法人 

   税等の支払301百万円等により資金が減少したことによるものです。 

 

   （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、518百万円となりました。 

    これは主に、固定資産の取得による支出620百万円があったこと等によるものであります。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



 

   （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、255百万円となりました。 

    これは主に、短期・長期借入れによる収入848百万円があったものの、長期借入金の返済607百万円、自己株式の

      取得による支出104百万円および配当金の支払による支出354百万円等があったことによるものであります。 

  

 平成20年５月９日に公表いたしました、通期の業績予想に変更はありません。 

 経済全体の急速な悪化により経営環境は一層厳しい状況が続きますが、引き続き収益改善対策を含めた事業競争力

の強化に取り組んでまいります。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

１．簡便な会計処理 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

  発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

  ス・プランニングを利用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 

   税金費用については、四半期連結会計期間を含む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しております。 

   なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 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．従来、商品・原材料・貯蔵品については、主として先入先出法による原価法、また、仕掛品については個

  別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、商品・原材料・貯蔵品について 

  は、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方 

  法）ならびに仕掛品については個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

  切下げの方法）により算定しております。 

   なお、この適用による損益への影響はありません。 

 ３．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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、第１四半期連結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。 

   ただし、平成20年３月31日以前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通

  常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

   なお、この適用による損益への影響はありません。 



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 2,341,893 2,422,634

受取手形及び売掛金 3,559,915 4,506,557

商品 20,041 12,676

原材料 7,693 4,075

仕掛品 1,001,894 257,680

その他 751,783 715,838

貸倒引当金 △3,423 △6,426

流動資産合計 7,679,798 7,913,038

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,590,469 2,717,901

土地 3,499,940 3,499,940

その他（純額） 813,317 581,841

有形固定資産合計 6,903,728 6,799,684

無形固定資産   

のれん 527,873 668,574

その他 782,495 926,325

無形固定資産合計 1,310,369 1,594,899

投資その他の資産   

その他 2,299,681 2,509,578

貸倒引当金 △20,593 △21,145

投資その他の資産合計 2,279,087 2,488,432

固定資産合計 10,493,184 10,883,017

繰延資産 7,369 10,861

資産合計 18,180,352 18,806,916



（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 1,095,386 1,399,877

短期借入金 3,057,529 2,473,008

未払法人税等 208,281 182,244

賞与引当金 240,165 599,457

その他 1,267,491 931,700

流動負債合計 5,868,854 5,586,289

固定負債   

社債 1,110,000 1,120,000

長期借入金 1,378,090 1,722,014

退職給付引当金 730,653 738,719

その他 289,662 581,350

固定負債合計 3,508,406 4,162,084

負債合計 9,377,261 9,748,373

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,360,478 3,361,075

利益剰余金 2,206,176 2,336,708

自己株式 △604,194 △501,754

株主資本合計 8,166,454 8,400,022

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,644 19,680

評価・換算差額等合計 △23,644 19,680

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 652,281 630,840

純資産合計 8,803,091 9,058,542

負債純資産合計 18,180,352 18,806,916



（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 18,134,418

売上原価 14,197,952

売上総利益 3,936,466

販売費及び一般管理費 3,252,278

営業利益 684,187

営業外収益  

受取利息 167

受取配当金 9,368

保険解約返戻金 16,185

その他 12,700

営業外収益合計 38,422

営業外費用  

支払利息 64,605

持分法による投資損失 691

その他 39,995

営業外費用合計 105,293

経常利益 617,316

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,099

固定資産売却益 554

特別利益合計 3,653

特別損失  

投資有価証券評価損 72,380

固定資産除却損 1,530

固定資産売却損 724

特別損失合計 74,636

税金等調整前四半期純利益 546,333

法人税等 295,512

少数株主利益 38,327

四半期純利益 212,493



（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 546,333

減価償却費 582,586

のれん償却額 140,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,057

受取利息及び受取配当金 △9,536

支払利息 64,605

売上債権の増減額（△は増加） 946,538

たな卸資産の増減額（△は増加） △758,013

仕入債務の増減額（△は減少） △304,491

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,171

その他 △187,242

小計 1,043,594

利息及び配当金の受取額 9,497

利息の支払額 △59,159

法人税等の支払額 △301,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 692,553

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 △505,577

無形固定資産の取得による支出 △115,194

その他 102,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,172

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） 608,000

長期借入れによる収入 240,000

長期借入金の返済による支出 △607,403

社債の償還による支出 △38,000

自己株式の売却による収入 1,148

自己株式の取得による支出 △104,185

配当金の支払額 △338,737

少数株主への配当金の支払額 △15,945

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,741

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,341,893



 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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日 

金額（千円）

Ⅰ 売上高     18,881,214 

Ⅱ 売上原価     14,984,329 

売上総利益     3,896,884 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     3,145,340 

営業利益         751,544 

Ⅳ 営業外収益     39,467 

Ⅴ 営業外費用     125,351 

経常利益     665,659 

Ⅵ 特別利益     5,548 

Ⅶ 特別損失     8,715 

税金等調整前四半期純利益     662,492 

税金費用     341,873 

少数株主利益     49,957 

四半期純利益     270,661 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

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      662,492 

減価償却費      623,241 

のれん償却額      133,557 

受取利息及び受取配当金    △7,365

支払利息      56,835 

売上債権の減少額      1,478,881 

たな卸資産の増加額     △663,360

仕入債務の減少額     △748,033

未払消費税の減少額     △92,252

その他     △135,336

小計     1,308,660 

利息及び配当金の受取額     7,677 

投資事業組合分配金の受取額      30,358 

利息の支払額     △45,016

訴訟和解金の支払額     △1,300

法人税等の支払額     △250,608

営業活動によるキャッシュ・フロー     1,049,771 

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     △1,279,299

有形固定資産の売却による収入      50,332 

無形固定資産の取得による支出     △244,909

投資有価証券の取得による支出     △587,043

投資有価証券の売却による収入     26,638 

その他      46,672 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △1,987,608



  
前年同四半期

自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（純額）      769,800 

長期借入れによる収入      1,100,000 

長期借入金返済による支出     △497,443

社債の発行による収入      300,000 

社債の償還による支出     △238,000

自己株式の売却による収入      30,805 

自己株式の取得による支出     △43,505

配当金の支払額     △311,916

少数株主に対する配当金の支払額     △11,959

財務活動によるキャッシュ・フロー     1,097,781 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額    ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額     159,944 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高     2,361,647 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高     2,521,591 
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