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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 9,927 ― 206 ― 176 ― 102 ―
20年3月期第3四半期 8,792 △0.9 △321 ― △345 ― △221 ―

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 51.39 ―
20年3月期第3四半期 △110.60 ―

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 7,076 2,680 37.9 1,340.50
20年3月期 7,883 2,648 33.6 1,324.08

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,680百万円 20年3月期  2,648百万円

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  

   平成21年３月期 期末配当金（予想）の内訳   普通配当 35円00銭   記念配当 ５円00銭  

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 ― 35.00 35.00
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 14,000 3.9 320 92.9 280 117.1 150 55.1 75.00

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．平成20年５月12日公表の通期業績予想を本資料において修正しております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「平成21年３月期 通期（連 
  結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．配当予想の修正に関する事項は、本日公表の「平成21年３月期 期末配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ」をご覧下さい。 
３．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およ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、上記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．連結業績予想に関する 
  定性的情報」をご覧下さい。 
４．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）および「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 無

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  2,000,000株 20年3月期  2,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  80株 20年3月期  80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  1,999,920株 20年3月期第3四半期  1,999,967株
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【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 

  当第 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の減速を受け、企業収益は大幅に減少

し、景気は急速に悪化いたしました。 

  情報サービス産業におきましても、顧客企業の業況感が一層悪化するなかで、情報化投資の縮小や

延期等の顧客動向が見られるようになり、当社グループを取り巻く事業環境は厳しい様相を呈して参

りました。 

このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプ

ロジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めまし

た。 

当第 3 四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は 10,244,661 千円（前年同期比 8.1%減）、

売上高は 9,927,227 千円（前年同期比 12.9%増）となりました。利益面につきましては、営業利益

206,689 千円（前年同期 営業損失 321,361 千円）、経常利益 176,462 千円（前年同期 経常損失 345,535

千円）、四半期純利益 102,772 千円（前年同期 四半期純損失 221,193 千円）となりました。 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品 ERP 

他社製品 ERP 分野につきましては、受注高は 4,084,878 千円（前年同期比 6.1％減）、売上高は

4,556,478 千円（前年同期比 15.6％増）となりました。 

②自社製品 ERP 

自社製品 ERP 分野につきましては、受注高は 2,854,858 千円（前年同期比 21.8％減）、売上高は

2,659,929 千円（前年同期比 18.6％増）となり、「MCFrame」のライセンス売上高は 667,536 千円（前

年同期比 2.7％増）となりました。 

③ｅビジネス 

ｅビジネス分野につきましては、受注高は 2,927,987 千円（前年同期比 12.0％増）、売上高は

2,371,760 千円（前年同期比 19.1％増）となりました。 

④その他 

その他分野につきましては、受注高は 376,937 千円（前年同期比 30.1％減）、売上高は 339,057 千

円（前年同期比 45.0％減）となりました。 

 

（注）１ 前年同期比増減率および前年同期の金額は参考として記載しております。 

２ 当社グループの経営成績は、大型案件の売上計上時期やその採算性により変動する可能性があります。

また、当社グループの業績特性としましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向にあるため、四半

期毎の経営成績に変動が生じます。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

① 資産の部 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して

905,832 千円減少し、5,253,753 千円となりました。なお、当第 3 四半期連結会計期間末の総資産

に占める流動資産の比率は 74.2％であります。 

 また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却及び無形固定資産の

取得により、前連結会計年度末と比較して 98,737 千円増加し、1,823,057 千円となりました。 

 これらの結果、資産の部の当第 3 四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して

807,094 千円減少し、7,076,811 千円となりました。 

② 負債の部 

負債の部の当第 3 四半期連結会計期間末残高は、短期借入金及び賞与引当金の減少等により、前

連結会計年度末と比較して 839,945 千円減少し、4,395,910 千円となりました。 

③ 純資産の部 

純資産の部の当第 3 四半期連結会計期間末残高は、四半期純利益を計上したことによる増加及び

剰余金の配当による減少により、前連結会計年度末と比較して 32,850 千円増加し、2,680,901 千

円となりました。以上の結果、当第 3 四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末

と比較して 4.3 ポイント増加し 37.9％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの分析 

 当第 3 四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 158,990 千円

増加し、645,064 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

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 175,663 千円を計上し、売上

債権の減少 1,605,604 千円、前受金の増加 284,694 千円等があったものの、たな卸資産の増加

664,356 千円、賞与引当金の減少 228,016 千円等により、全体として 1,689,017 千円の収入となり

ました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発 ERP パッケージ

「MCFrame」の開発等）による支出等により、全体として 503,256 千円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金を返済したこと等により全体とし

て 1,024,992 千円の支出となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

景気悪化が今後見込まれる状況において、情報化投資の動向は厳しさを増すものと予測されます。

このような経済環境にありまして、当社グループの平成 21 年 3 月期の連結業績の見通しにつきまして

は、以下を見込んでおります。業績予想の見直しを行った結果、平成 20 年 5 月 12 日付「平成 20 年 3

月期 決算短信」において開示いたしました通期（連結・個別）の業績予想数値より修正を行っており

ます。なお、当該予想数値の修正につきましては、本日別途開示する「平成 21 年 3 月期 通期（連結・

個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

【連 結】  通 期 （前期比％） 

売 上 高 14,000 百万円 （ 3.9％増） 

営 業 利 益 320 百万円 （92.9％増） 

経 常 利 益 280 百万円 （117.1％増） 

当期純利益 150 百万円 （55.1％増） 

 

当社グループの業績の特性といたしましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向があるため、

四半期毎の経営成績が変動いたします。 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

(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 

   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、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

  ① 「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。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 たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、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、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。 

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 645,064 486,073

受取手形及び売掛金 2,630,507 4,248,971

仕掛品 1,405,182 740,825

その他 573,185 684,025

貸倒引当金 △186 △309

流動資産合計 5,253,753 6,159,586

固定資産   

有形固定資産 220,607 238,100

無形固定資産   

のれん 22,166 34,691

ソフトウエア 1,169,282 1,042,862

その他 26,357 27,758

無形固定資産合計 1,217,806 1,105,312

投資その他の資産 384,644 380,907

固定資産合計 1,823,057 1,724,320

資産合計 7,076,811 7,883,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 397,096 502,375

短期借入金 2,050,000 3,000,000

未払法人税等 51,215 26,608

前受金 752,302 467,607

賞与引当金 181,556 409,572

品質保証引当金 29,658 40,768

受注損失引当金 141,102 100,373

その他 789,791 682,023

流動負債合計 4,392,722 5,229,329

固定負債 3,187 6,525

負債合計 4,395,910 5,235,855

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,553,201 1,520,426

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,676,899 2,644,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,427

為替換算調整勘定 4,001 5,354

評価・換算差額等合計 4,001 3,926

純資産合計 2,680,901 2,648,051

負債純資産合計 7,076,811 7,883,906
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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 9,927,227

売上原価 7,673,910

売上総利益 2,253,317

販売費及び一般管理費 2,046,627

営業利益 206,689

営業外収益  

持分法による投資利益 7,030

法人税等還付加算金 1,768

その他 2,526

営業外収益合計 11,325

営業外費用  

支払利息 26,761

為替差損 14,770

その他 19

営業外費用合計 41,552

経常利益 176,462

特別利益  

投資有価証券売却益 921

特別利益合計 921

特別損失  

固定資産除却損 1,720

特別損失合計 1,720

税金等調整前四半期純利益 175,663

法人税等 72,890

四半期純利益 102,772
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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 175,663

減価償却費 407,705

のれん償却額 12,525

貸倒引当金の増減額（△は減少） △469

賞与引当金の増減額（△は減少） △228,016

品質保証引当金の増減額（△は減少） △11,109

受注損失引当金の増減額（△は減少） 40,728

受取利息及び受取配当金 △342

支払利息 26,761

為替差損益（△は益） 14,770

持分法による投資損益（△は益） △7,030

固定資産除却損 1,720

投資有価証券売却損益（△は益） △921

売上債権の増減額（△は増加） 1,605,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △664,356

前渡金の増減額（△は増加） 31,258

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △9,909

仕入債務の増減額（△は減少） △61,096

前受金の増減額（△は減少） 284,694

その他 110,002

小計 1,728,182

利息及び配当金の受取額 342

利息の支払額 △33,835

法人税等の還付額 68,165

法人税等の支払額 △73,838

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,689,017

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 △37,286

無形固定資産の取得による支出 △480,011

投資有価証券の売却による収入 12,600

その他 1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,256

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） △950,000

リース債務の返済による支出 △5,559

配当金の支払額 △69,433

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,990

現金及び現金同等物の期首残高 486,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 645,064
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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。 

 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

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。 

 

(5) セグメント情報 

【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、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容

としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【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） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報

を記載しておりません。 

 

【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） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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。 
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「参考資料」 

 （1）（要約）前四半期連結損益計算書 

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 科  目 

金額(千円) 
百分比 

(％) 

 

Ⅰ 売上高 8,792,624 100.0

Ⅱ 売上原価 7,078,011 80.5

売上総利益 1,714,613 19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,035,974 23.2

営業損失 321,361 △3.7

Ⅳ 営業外収益 1,583 0.0

Ⅴ 営業外費用 25,757 0.2

経常損失 345,535 △3.9

Ⅵ 特別利益 － －

Ⅶ 特別損失 2,075 0.1

税金等調整前四半期純損失 347,610 △4.0

法人税、住民税及び事業税 20,124 0.2

法人税等調整額 △146,541 △1.7

四半期純損失 221,193 △2.5
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（2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

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 

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（△純損失） △347,610

減価償却費 412,012

売上債権の減少（△増加）額 1,682,851

たな卸資産の減少（△増加）額 △1,281,135

仕入債務の増加（△減少）額 45,196

その他 54,986

小  計 566,299

法人税等の支払額 △174,410

その他 △24,407

営業活動によるキャッシュ・フロー 367,482

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 △36,731

無形固定資産の取得による支出 △351,045

事業譲渡による支出 △30,804

その他 △873

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,455

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（△は減少） 100,000

その他 △66,851

財務活動によるキャッシュ・フロー 33,148

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △420

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △19,245

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 465,060

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 445,814
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６．その他の情報 

 

生産、受注及び販売の状況 

 

  (1) 生産実績 

当社グループの事業は情報サービス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、商品分野別に記載しております。 

 

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 商品分野名 

生産高(千円) 

他社製品ＥＲＰ 3,391,845

自社製品ＥＲＰ 1,821,078

ｅビジネス 2,139,920

その他 321,065

合   計 7,673,910

（注）１ 金額は売上原価によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

  (2) 受注実績 

当社グループの事業は情報サービス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、商品分野別に記載しております。 

 

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 

平成20年12月31日 商品分野名 

受注高 (千円) 受注残高 (千円) 

他社製品ＥＲＰ 4,084,878 1,951,827 

自社製品ＥＲＰ 2,854,858 1,266,593 

ｅビジネス 2,927,987 1,129,901 

その他 376,937 124,220 

合   計 10,244,661 4,472,544 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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  (3) 販売実績 

当社グループの事業は情報サービス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、商品分野別に記載しております。 

 

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 商品分野名 

販売高(千円) 

他社製品ＥＲＰ 4,556,478

自社製品ＥＲＰ 2,659,929

ｅビジネス 2,371,760

その他 339,057

合   計 9,927,227

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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