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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 10,191 ― 768 ― 800 ― 529 ―

20年3月期第3四半期 9,606 7.7 876 30.5 932 33.1 525 29.1

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 77.74 ―

20年3月期第3四半期 75.12 ―

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 8,718 6,522 74.8 985.74
20年3月期 9,451 6,476 68.5 929.72

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,518百万円 20年3月期  6,473百万円

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 ― 23.00 23.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 25.00

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 14,100 4.8 1,220 △6.2 1,250 △8.4 740 1.3 111.90

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 をご覧下さい。  

(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 をご覧下さい。  

(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11月10日に公表しました連結業績予想の見直しは行っておりません。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３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。 
３．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 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  7,636,368株 20年3月期  7,636,368株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,023,371株 20年3月期  673,280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  6,815,585株 20年3月期第3四半期  6,995,456株



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我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的規模の金融不

安が実体経済にも影響し、景気悪化と急激な円高が、輸出企業を中心に企業業績を悪化させました。その結果、製造

業を中心に大規模な生産調整や雇用の調整が行われております。

　当社グループが属する情報サービス業界におきましても、ＩＴ投資の中止や見直しをする企業が続出し、厳しい環

境となりました。

　このような状況の中、当社グループは、引き続き新規取引先の開拓や既存顧客からの受注確保に取り組むとともに、

プロジェクト管理の徹底や技術力の強化に努めてまいりました。しかしながら、第３四半期後半にかけての受注環境

は急激に悪化しており、プロジェクト切替時の待機期間の増加が原価率を押し上げる要因となっております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高10,191百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益768百万円

（前年同期比12.4％減）、経常利益800百万円（前年同期比14.2％減）、四半期純利益529百万円（前年同期比0.8％

増）となりました。

　（文中の前年同期比率については参考として記載しております。）

　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

（イ）システムコア開発事業　

　組込ソフトウェア開発業務に加え、第３四半期以降は半導体設計業務、コンピュータ周辺装置設計業務におい

ても受注が減少するなどし、売上高は3,429百万円、営業利益は893百万円と前年同期を下回る結果となりました。

（ロ）アプリケーションソフトウェア開発事業　

　プロジェクト管理の徹底等により個々の案件において収益性は改善傾向にあります。上半期の受託ソフトウェ

ア開発が比較的堅調に推移したため、売上高は2,477百万円、営業利益は338百万円となりましたが、第３四半期

以降は受注環境が厳しくなってきております。

（ハ）ネットワークサポート事業

　ネットワーク市場は引き続き拡大をしており、ネットワークシステムの構築支援、運用・保守サービス業務お

よびサポートセンター業務などにおいて、需要は安定しております。しかしながら、プロジェクト切替時の待機

期間の増加により利益率の低下が見られ、売上高は3,558百万円、営業利益は644百万円となっております。

（二）情報処理事業等　

　医療機関におけるレセプトの電子化などにより、紙媒体等から電子データーを作成するデーターエントリー業

務の市場は年々縮小傾向にあります。このため、健康保険組合や地方自治体内部でのデーターエントリー業務や

オペレーター派遣業務といった分野へとシフトをすすめており、売上高は725百万円、営業利益は34百万円となっ

ております。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ732百万円減少し8,718百万円となりました。こ

れは主に、資産では、売掛金の減少372百万円と投資有価証券の減少182百万円、負債では未払法人税等の減少457百万

円と賞与引当金の減少482百万円によるものであります。

　また、純資産は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し6,522百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加

369百万円と自己株式を取得したことによる減少240百万円、およびその他有価証券評価差額金の減少84百万円による

ものであります。

（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、前連結会計年度末に比

べ179百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には3,028百万円となりました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。　

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況）　

　営業活動の結果得られた資金は111百万円となりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益（869百万円）

による収入や売上債権の回収（370百万円）といった増加要因があった一方、法人税等の支払（785百万円）や賞与

の支払による引当金の減少（482百万円）といった減少要因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・フローの状況）　

　投資活動の結果得られた資金は89百万円となりましたが、これは主に保険積立金の払戻による収入（153百万円）

といった増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出（56百万円）や無形固定資産の取得による支出

（30百万円）といった減少要因があったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フローの状況）　

　財務活動の結果使用した資金は379百万円となりましたが、これは主に自己株式の取得による支出（240百万円）

及び配当金の支払（159百万円）によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第３四半期以降の景況の悪化に伴う受注の減少と稼働率の低下を勘案し、平成20年11月10日に公表いたしました連

結業績予想からの修正は行っておりません。

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

　税金費用については、当第３四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）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

　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。
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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 3,228,645 3,408,258

受取手形及び売掛金 2,119,909 2,490,187

商品 325 1,079

仕掛品 229,064 115,431

その他 817,124 809,342

貸倒引当金 △4,383 △4,285

流動資産合計 6,390,687 6,820,013

固定資産   

有形固定資産 763,392 795,536

無形固定資産 76,654 80,327

投資その他の資産   

投資有価証券 917,828 1,100,222

その他 571,261 659,164

貸倒引当金 △1,000 △3,700

投資その他の資産合計 1,488,090 1,755,687

固定資産合計 2,328,137 2,631,550

資産合計 8,718,824 9,451,564

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,463 111,902

短期借入金 100,000 80,000

未払法人税等 6,153 463,155

賞与引当金 452,398 935,000

その他 931,789 743,064

流動負債合計 1,552,804 2,333,122

固定負債   

退職給付引当金 395,615 390,706

役員退職慰労引当金 248,168 250,800

固定負債合計 643,783 641,507

負債合計 2,196,588 2,974,629



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 4,056,123 3,686,435

自己株式 △505,688 △265,273

株主資本合計 6,635,899 6,506,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117,219 △32,898

評価・換算差額等合計 △117,219 △32,898

少数株主持分 3,556 3,206

純資産合計 6,522,236 6,476,934

負債純資産合計 8,718,824 9,451,564



（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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

売上高 10,191,409

売上原価 7,956,261

売上総利益 2,235,147

販売費及び一般管理費  

役員報酬 138,673

給料及び手当 311,250

賞与引当金繰入額 20,787

退職給付費用 4,567

役員退職慰労引当金繰入額 27,514

減価償却費 46,094

募集費 217,913

その他 699,986

販売費及び一般管理費合計 1,466,786

営業利益 768,360

営業外収益  

受取利息 3,813

受取配当金 23,510

その他 6,390

営業外収益合計 33,714

営業外費用  

支払利息 1,308

その他 663

営業外費用合計 1,972

経常利益 800,102

特別利益  

貸倒引当金戻入額 106

受取保険金 100,112

特別利益合計 100,218

特別損失  

固定資産売却損 12,322

固定資産除却損 2,921

投資有価証券評価損 15,523

特別損失合計 30,767

税金等調整前四半期純利益 869,554

法人税等 339,366

少数株主利益 349

四半期純利益 529,838



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成20年10月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

売上高 3,299,197

売上原価 2,600,598

売上総利益 698,599

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 402

役員報酬 42,978

給料及び手当 79,338

賞与引当金繰入額 19,344

退職給付費用 1,533

役員退職慰労引当金繰入額 5,735

減価償却費 14,530

募集費 63,444

その他 241,529

販売費及び一般管理費合計 468,837

営業利益 229,761

営業外収益  

受取利息 86

受取配当金 4,621

その他 1,188

営業外収益合計 5,896

営業外費用  

支払利息 243

支払手数料 147

その他 11

営業外費用合計 402

経常利益 235,255

特別利益  

受取保険金 100,112

特別利益合計 100,112

特別損失  

固定資産売却損 12,322

固定資産除却損 2,386

投資有価証券評価損 15,523

特別損失合計 30,232

税金等調整前四半期純利益 305,135

法人税等 104,537

少数株主利益 33

四半期純利益 200,565



（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 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

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 869,554

減価償却費 73,771

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,602

賞与引当金の増減額（△は減少） △482,602

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,909

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,632

受取利息及び受取配当金 △27,324

支払利息 1,308

有形固定資産除売却損益（△は益） 15,244

投資有価証券評価損益（△は益） 15,523

売上債権の増減額（△は増加） 370,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,297

仕入債務の増減額（△は減少） △49,439

その他 197,536

小計 870,226

利息及び配当金の受取額 27,242

利息の支払額 △1,370

法人税等の支払額 △785,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,000

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 △56,492

有形固定資産の売却による収入 17,619

無形固定資産の取得による支出 △30,515

保険積立金の払戻による収入 153,492

その他 5,255

投資活動によるキャッシュ・フロー 89,358

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 300,000

短期借入金の返済による支出 △280,000

自己株式の取得による支出 △240,414

配当金の支払額 △159,557

財務活動によるキャッシュ・フロー △379,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179,613

現金及び現金同等物の期首残高 3,208,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,028,645



　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

　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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）
外部顧客に対する売

上高
1,099,598 721,562 1,240,420 237,615 3,299,197 － 3,299,197

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 9,958 12,952 1,426 24,338 (24,338) －

計 1,099,598 731,521 1,253,373 239,042 3,323,536 (24,338) 3,299,197

営業利益 293,207 53,497 251,037 6,281 604,024 (374,262) 229,761

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）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）
外部顧客に対する売

上高
3,429,515 2,477,374 3,558,786 725,732 10,191,409 － 10,191,409

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 24,362 34,171 4,923 63,456 (63,456) －

計 3,429,515 2,501,736 3,592,958 730,655 10,254,866 (63,456) 10,191,409

営業利益 893,513 338,106 644,646 34,952 1,911,219 (1,142,858) 768,360

　（注）１．事業の区分

事業はサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス・製品等の名称

システムコア開発事業 ………ＬＳＩ開発・設計、ハードウェアのシステム設計、組込みソフトウェア開発

アプリケーションソフ

トウェア開発事業
………

パッケージソフトウェアの開発、アプリケーションソフトウェアの受託開発、

ＣＡＤシステム開発、Ｗｅｂシステム開発

ネットワークサポート

事業
………

通信・コンピューター関連システムの構築・現地調整・運用・保守、ＣＡＤ

システムの運用管理、サポートセンター業務

情報処理事業等 ………データエントリー業務、オペレーター派遣業務、介護・福祉サービス等

〔所在地別セグメント情報〕

－ 1 －



　当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第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）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第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）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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

　該当事項はありません。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）

科目

前四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,606,895

Ⅱ　売上原価 7,286,009

売上総利益 2,320,885

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,443,961

営業利益 876,924

Ⅳ　営業外収益 58,404

Ⅴ　営業外費用 3,265

経常利益 932,063

Ⅵ　特別利益 24,656

Ⅶ　特別損失 32,915

税金等調整前四半期純利益 923,804

税金費用 397,948

少数株主利益 343

四半期純利益 525,513

－ 3 －



（２）（要約）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（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）

前四半期
（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

税金等調整前四半期純利益 923,804

減価償却費 84,977

貸倒引当金の増加額 3,001

賞与引当金の減少額 △334,450

退職給付引当金の増加額 20,950

役員退職慰労引当金の増加額 13,383

受取利息及び受取配当金 △48,386

支払利息 1,651

有形固定資産売却益 △355

有形固定資産売却除却損 2,674

投資有価証券売却益 △24,301

投資有価証券評価損 30,240

売上債権の減少額 426,775

たな卸資産の増加額 △172,931

仕入債務の減少額 △81,902

その他 116,064

小計 961,196

利息及び配当金の受取額 48,252

利息の支払額 △1,707

法人税等の支払額 △704,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,142

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 △33,984

有形固定資産の売却による収入 1,252

無形固定資産の取得による支出 △8,930

投資有価証券の売却による収入 29,616

その他 532

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,513

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 400,000

短期借入金の返済による支出 △280,000

自己株式の取得による支出 △45,984

配当金の支払額 △139,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,691

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 225,937

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,599,726

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,825,663
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）

 
システムコア
開発事業

（千円）

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

（千円）

ネットワーク
サポート事業

（千円）

情報処理事業等
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
3,589,553 2,431,046 2,887,719 698,576 9,606,895 － 9,606,895

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
615 19,453 34,879 － 54,947 (54,947) －

計 3,590,168 2,450,499 2,922,598 698,576 9,661,843 (54,947) 9,606,895

営業費用 2,516,604 2,160,135 2,382,957 674,319 7,734,016 995,954 8,729,970

営業利益 1,073,564 290,364 539,641 24,256 1,927,827 (1,050,902) 876,924

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期（平成19年４月１日から平成19年12月31日まで）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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