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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 3,173 ― 123 ― 137 ― 56 ―

20年3月期第3四半期 3,453 10.8 235 157.1 247 161.3 125 ―

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 11.70 ―

20年3月期第3四半期 26.02 ―

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 3,873 2,176 56.2 452.77
20年3月期 4,173 2,185 52.4 454.67

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  2,176百万円 20年3月期  2,185百万円

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） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  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 4,200 △13.4 180 △39.9 190 △38.8 80 △50.0 16.65

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  無  

（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。  

(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、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) 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 4,810,000株 20年3月期 4,810,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 3,791株 20年3月期 3,000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 4,806,414株 20年3月期第3四半期 4,807,000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．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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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第 3四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマンショック以降、消費低迷、円高、株価

の下落などが急速に進み、企業収益の大幅な減少に伴う雇用調整や設備投資の先送りなど、景気

は悪化しております。 

当社の主力顧客である、証券・銀行・保険業界では、情報化投資案件の規模縮小、あるいは延

期・凍結が相次ぐ等慎重姿勢が顕在化し、当社を取り巻く環境も急速に悪化しました。 

このような厳しい状況の中、当社では、柔軟な資源の再配置を実施し、第２四半期に引き続き、

既存顧客へのコンタクト強化と継続性案件の維持・拡大に注力する一方、案件の進捗管理及び原

価管理を強化して利益確保に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 3,173 百万円、営業利益 123 百万円、経常

利益 137 百万円、四半期純利益は 56 百万円となりました。 

 

 事業部門別の概況は、次のとおりであります。 

 

(1) ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、売上高 3,010 百万円、売上総利益 421 百万円となりました。 

 

(2) 入力データ作成事業 

入力データ作成事業は、売上高 129 百万円、売上総利益 8百万円となりました。 

 

(3) 受託計算事業 

受託計算事業は、売上高 34 百万円、売上総損失 2百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は 3,873 百万円となり、前事業年度末に比べて 300 百万

円減少しております。これは主に売掛金及び繰延税金資産の減少によるものであります。 

負債合計は 290 百万円減少し、1,697 百万円となりました。これは主に未払法人税等及び賞与引

当金の減少によるものであります。 

純資産は 9 百万円減少し、2,176 百万円となりました。これは主に営業活動による利益剰余金の

増加 56 百万円と配当金の支払 57 百万円及びその他有価証券評価差額金の減少 7 百万円によるもの

であります。 

この結果、当第３四半期会計期間末における自己資本比率は 56.2%となり、前事業年度末に比べ

3.8%の増加となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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、前事業年度末

に比べ 444 百万円減少し、1,199 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は 53 百万円であります。これは主

に税引前四半期純利益 118 百万円を計上したものの、法人税等の支払 185 百万円によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は 333 百万円であります。これは

主に定期預金の預入による支出 750 百万円と定期預金の払戻による収入 450 百万円によるものであ

ります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は 57 百万円であります。これは主

に配当金の支払 57 百万円によるものであります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 3月期の業績予想につきましては、本日平成 21 年 2月 10 日公表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 

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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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 2,149,093 1,994,007 

売掛金 518,819 732,292 

仕掛品 80,119 15,386 

その他 115,220 431,314 

流動資産合計 2,863,253 3,173,000 

固定資産   

有形固定資産 163,715 171,301 

無形固定資産 22,860 3,747 

投資その他の資産   

繰延税金資産 521,826 494,408 

その他 373,280 402,764 

貸倒引当金 △71,680 △71,680 

投資その他の資産合計 823,426 825,493 

固定資産合計 1,010,003 1,000,541 

資産合計 3,873,257 4,173,542 

負債の部   

流動負債   

買掛金 94,785 166,227 

短期借入金 50,000 50,000 

未払法人税等 3,582 130,057 

賞与引当金 97,571 220,000 

その他 159,682 184,071 

流動負債合計 405,621 750,356 

固定負債   

役員退職慰労未払金 106,014 106,014 

退職給付引当金 1,185,523 1,131,552 

固定負債合計 1,291,538 1,237,567 

負債合計 1,697,159 1,987,924 

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500 

資本剰余金 553,700 553,700 

利益剰余金 1,196,168 1,197,604 

自己株式 △1,352 △1,123 

株主資本合計 2,379,016 2,380,680 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,539 △15,684 

土地再評価差額金 △179,378 △179,378 

評価・換算差額等合計 △202,918 △195,063 

純資産合計 2,176,097 2,185,617 

負債純資産合計 3,873,257 4,173,542 
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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 3,173,763 

売上原価 2,746,922 

売上総利益 426,841 

販売費及び一般管理費 303,769 

営業利益 123,071 

営業外収益  

受取利息 6,393 

受取配当金 2,058 

技術指導料 4,000 

雑収入 2,416 

営業外収益合計 14,868 

営業外費用  

支払利息 56 

投資事業組合運用損 308 

営業外費用合計 364 

経常利益 137,575 

特別損失  

  投資有価証券評価損 18,608 

  特別損失合計 18,608 

税引前四半期純利益 118,966 

法人税、住民税及び事業税 15,176 

法人税等調整額 47,541 

法人税等合計 62,718 

四半期純利益 56,248 
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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 1,019,649 

売上原価 867,762 

売上総利益 151,887 

販売費及び一般管理費 95,110 

営業利益 56,776 

営業外収益  

受取利息 1,945 

受取配当金 885 

雑収入 917 

営業外収益合計 3,747 

営業外費用  

支払利息 17 

営業外費用合計 17 

経常利益 60,506 

特別損失  

  投資有価証券評価損 18,608 

  特別損失合計 18,608 

税引前四半期純利益 41,897 

法人税、住民税及び事業税 △21,590 

法人税等調整額 48,904 

法人税等合計 27,314 

四半期純利益 14,583 
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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 118,966 

減価償却費 11,235 

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,429 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,970 

受取利息及び受取配当金 △8,452 

支払利息 56 

投資事業組合運用損益（△は益） 308 

投資有価証券評価損益(△は益) 18,608 

売上債権の増減額（△は増加） 213,472 

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,733 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,281 

仕入債務の増減額（△は減少） △71,441 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,607 

未払金の増減額（△は減少） △19,686 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,859 

その他 519 

小計 126,366 

利息及び配当金の受取額 5,822 

利息の支払額 △55 

法人税等の支払額 △185,821 

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,688 

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 △750,000 

定期預金の払戻による収入 450,000 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △30,205 

投資有価証券の取得による支出 △979 

貸付けによる支出 △5,650 

貸付金の回収による収入 3,731 

その他 △368 

投資活動によるキャッシュ・フロー △333,471 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △229 

配当金の支払額 △57,524 

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,754 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少） △444,913 

現金及び現金同等物の期首残高 1,644,007 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,199,093 
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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。 
 
 
(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) 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) 四半期損益計算書 

 
前第３四半期累計期間 
（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 売上高  3,453,989 

Ⅱ 売上原価  2,899,940 

売上総利益  554,048 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  318,389 

営業利益  235,659 

Ⅳ 営業外収益  12,925 

Ⅴ 営業外費用  939 

経常利益  247,644 

Ⅵ 特別損失  11,680 

税引前四半期純利益  235,964 

税金費用  110,889 

四半期純利益  125,075 
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(2) 前四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 235,964 

減価償却費 14,676 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,680 

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,977 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,600 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,056 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,400 

受取利息及び受取配当金 △5,660 

支払利息 194 

売上債権の増減額（△は増加） 215,846 

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,721 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,479 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,283 

未払金の増減額（△は減少） △13,761 

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） 106,014 

その他 42,190 

小計 305,940 

利息及び配当金の受取額 4,882 

利息の支払額 △201 

法人税等の支払額 △2,733 

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,889 

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 △450,000 

定期預金の払戻による収入 300,000 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △24,352 

投資有価証券の取得による支出 △969 

貸付金の回収による収入 7,556 

その他 2,565 

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △47,949 

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,949 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,739 

現金及び現金同等物の期首残高 1,202,791 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,297,532 

 


