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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 2,562 ― 469 ― 489 ― 269 ―

20年3月期第3四半期 2,605 79.8 995 439.9 1,009 423.4 575 374.3

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 72.03 71.87
20年3月期第3四半期 153.81 153.38

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 4,419 3,650 81.5 961.63
20年3月期 4,955 3,625 72.6 960.75

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  3,602百万円 20年3月期  3,598百万円

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 ― 70.00 70.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 60.00 60.00

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  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 3,800 5.2 728 △42.1 760 △40.7 422 △41.7 112.26

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  

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。  

(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、2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 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 3,746,000株 20年3月期 3,746,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 10株 20年3月期 10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 3,745,990株 20年3月期第3四半期 3,742,466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,上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が波及し、景

気の減速感が強まっております。  

  情報サービス産業におきましても、景気後退の影響で、情報システム投資に対し慎重な姿勢をとる企業が多くなっ

ております。  

 このような状況のもと、当社は平成20年４月１日以降開始する事業年度より強制適用されたリース会計基準の変更

（リースオンバランス化）に、いち早く対応製品をリリースする等、固定資産ソリューションの積極的な営業展開を

行った結果、売上高2,562百万円となりました。一方、主力の固定資産システムにおいて、新バージョンリリース後

の初期段階であることから、開発作業のテンプレート化等の作業効率化策を進めているものの、開発作業に工数がか

かったこと、販売管理システムにおいて不採算案件発生により、その赤字発生見込額を受注損失引当金として計上し

たこと並びに、既存製品の機能強化及び新製品開発のために、研究開発費が増加したこと等から、営業利益469百万

円、経常利益489百万円、第３四半期純利益269百万円となりました。  

  

  

  

 (1) 資産・負債・純資産の状況   

    当第３四半期末における総資産は、現預金及び売掛金の減少等から、前事業年度末に比べ536百万円減少し、 

    4,419百万円となりました。負債につきましては、法人税等の支払による未払法人税等の減少等から前事業年 

    度末に比べ561百万円減少し、768百万円となりました。 

    なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったものの、四半期純利益により前事業年度末 

  に比べ25百万円増加し、3,650百万円となり、自己資本比率は81.5％となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

      当第３四半期末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1,310百万円 

    減少し、934百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果使用した資金は82百万円となりました。これは、売上債権の回収や仕掛中であった案件の 

    完成による収入があったものの、法人税等の中間における支払があったことによるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は967百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出によるも 

    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260百万円となりました。これは、期末配当金の支払によるものであります。 

  

  

  国内景気の後退を受け、企業の業務システム導入に慎重さがみられること等から、平成20年11月12日発表いたし 

 ました数値を変更いたしております。詳細につきましては平成21年１月30日発表の「平成21年３月期通期業績予想 

 の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 通期業績見通しにつきましては、売上高3,800百万円（従来予想は4,800百万円）、営業利益は728百万円（従来予想

 は1,190百万円）、経常利益は760百万円（従来予想は1,200百万円）、当期純利益は422百万円（従来予想は当期純 

 利益696百万円）を見込んでおります。 

  

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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 
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       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.  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第１四半期会 

               計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会 

               計基準９号）が適用されたことに伴い、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、この変更に伴う損益への影響はありません。 
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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 2,984,863 3,469,091 

売掛金 438,091 580,395 

仕掛品 207,060 300,440 

その他 230,711 107,881 

流動資産合計 3,860,726 4,457,809 

固定資産   

有形固定資産 39,908 40,379 

無形固定資産   

ソフトウエア 236,139 171,288 

その他 1,547 1,547 

無形固定資産合計 237,687 172,835 

投資その他の資産 281,162 284,683 

固定資産合計 558,758 497,897 

資産合計 4,419,484 4,955,707 

負債の部   

流動負債   

買掛金 216,824 200,197 

未払法人税等 － 450,332 

賞与引当金 57,871 46,667 

役員賞与引当金 18,750 64,000 

受注損失引当金 17,272 32,764 

その他 286,776 366,155 

流動負債合計 597,493 1,160,117 

固定負債   

退職給付引当金 59,211 55,649 

役員退職慰労引当金 111,921 111,921 

その他 － 2,225 

固定負債合計 171,132 169,796 

負債合計 768,626 1,329,913 
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 429,200 429,200 

資本剰余金 394,800 394,800 

利益剰余金 2,780,925 2,773,334 

自己株式 △22 △22 

株主資本合計 3,604,903 3,597,312 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,654 1,638 

評価・換算差額等合計 △2,654 1,638 

新株予約権 48,609 26,842 

純資産合計 3,650,858 3,625,793 

負債純資産合計 4,419,484 4,955,707 
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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 2,562,284 

売上原価 1,433,905 

売上総利益 1,128,379 

販売費及び一般管理費 659,369 

営業利益 469,009 

営業外収益  

受取利息 10,462 

匿名組合投資利益 6,169 

受取手数料 2,925 

その他 823 

営業外収益合計 20,380 

営業外費用  

支払利息 53 

営業外費用合計 53 

経常利益 489,337 

特別損失  

固定資産除売却損 96 

特別損失合計 96 

税引前四半期純利益 489,240 

法人税等 219,430 

四半期純利益 269,810 
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 811,977 

売上原価 391,418 

売上総利益 420,558 

販売費及び一般管理費 222,937 

営業利益 197,620 

営業外収益  

受取利息 4,266 

受取手数料 975 

その他 111 

営業外収益合計 5,353 

経常利益 202,974 

税引前四半期純利益 202,974 

法人税等 90,508 

四半期純利益 112,465 
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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 489,240 

減価償却費 72,113 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,204 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,562 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △15,492 

受取利息及び受取配当金 △10,693 

売上債権の増減額（△は増加） 142,304 

たな卸資産の増減額（△は増加） 93,260 

仕入債務の増減額（△は減少） 17,017 

前受金の増減額（△は減少） 13,506 

その他 △84,777 

小計 685,995 

利息及び配当金の受取額 4,287 

利息の支払額 △53 

法人税等の支払額 △772,986 

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,756 

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 △826,431 

有形固定資産の取得による支出 △17,744 

無形固定資産の取得による支出 △123,052 

その他 △538 

投資活動によるキャッシュ・フロー △967,766 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △260,136 

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,136 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,310,660 

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290 

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,630 
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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。 

  

 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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,605,841 

Ⅱ 売上原価 1,097,343 

売上総利益 1,508,497 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 513,454 

営業利益 995,043 

Ⅳ 営業外収益 14,861 

Ⅴ 営業外費用 57 

経常利益 1,009,847 

税引前四半期純利益 1,009,847 

税金費用 434,223 

四半期純利益 575,623 
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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３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,009,847 

減価償却費 82,804 

賞与引当金の増加額 105,409 

役員賞与引当金の増加額 25,494 

退職給付引当金の増加額 1,125 

株式報酬費用 18,565 

受取利息及び受取配当金 △6,668 

ソフトウェア評価損 83,465 

売上債権の増加額 △63,274 

たな卸資産の増加額 △361,129 

仕入債務の増加額 81,280 

その他 104,242 

小計 1,081,162 

利息及び配当金の受取額 2,837 

利息の支払額 △54 

法人税等の支払額 △381,296 

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,648 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の払戻による収入 61,192 

有形固定資産の取得による支出 △27,428 

無形固定資産の取得による支出 △126,517 

敷金保証金の増加による支出 △14,396 

保険積立金の積立による支出 △723 

その他 △48 

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,920 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額 △148,464 

株式の発行による収入 13,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,064 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 459,663 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,142,570 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,602,234 

㈱プロシップ（3763）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）

- 11 -



 (１) 受注及び販売の状況 

    ① 受注状況 

(注)１．金額は販売価額によっております。 

  ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおります。 

  ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

（２）販売実績 

  

６．その他の情報 

  
当四半期 

（平成21年３月期 第３四半期） 

品目別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

パッケージ  1,614,405  66.8  781,146  48.2

保守  395,898  139.2  243,804  159.0

受託  114,369  62.5  600  100.0

運用管理等  152,205  111.9  455  68.3

合計  2,276,880  75.4  1,026,006  57.8

品目別 

当四半期 

（平成21年３月期 

第３四半期） 

前年同期比（％） 

パッケージ  1,924,038  96.1

保守  372,245  130.3

受託  113,769  62.4

運用管理等  152,231  112.4

合計  2,562,284  98.3
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