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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 5,267 ― 215 ― 229 ― 108 ―

20年12月期第1四半期 4,837 24.9 149 △18.5 155 △17.4 7 △92.1

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12月期第1四半期 4.73 ―

20年12月期第1四半期 0.34 ―

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12月期第1四半期 13,390 9,420 65.1 378.49
20年12月期 14,445 9,437 60.5 379.20

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  8,717百万円 20年12月期  8,733百万円

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  

    平成21年12月期の１株当たり配当金については未定です。 

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12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
    第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 28,000 4.6 2,000 △7.1 2,000 △7.9 1,100 3.3 47.76
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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.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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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.上記の予想は本資料の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。 

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12月期第1四半期 23,083,680株 20年12月期  23,083,680株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  51,123株 20年12月期  51,123株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 23,032,557株 20年12月期第1四半期 23,032,575株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、世界的な
金融危機の深刻化等をうけ急速な悪化が続き、企業収益は極めて大幅に減少し厳しい状況となりました。
 情報サービス産業界におきましても、急激な世界経済の後退により国内企業のＩＴ投資が減速してお
り、新規案件の中止や延伸が表面化してまいりました。 
 このような状況下におきまして当社グループは、情報サービス業における優良企業を目指して、主力事
業であるソフトウェア開発に経営資源を集中し、徹底したプロジェクト管理、高度な技術力や顧客ニーズ
に対応しうる技術者の投入等により収益性の向上に努めました。 
 また、基幹システムの構築支援や、機器組み込みソフトウェア・技術系アプリケーションソフトウェア
の提供等により、お客様に対して最適なソリューションを提案してまいりました。 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、 

 
となりました。 
  

セグメント別の業績は次の通りです。 
＜エンジニアリング事業＞  

 エンジニアリング事業では、前期からの仕掛案件の納入や技術系ソフトウェアの開発等が順調に推移し
たことにより、売上が増加いたしました。  
 その結果、売上高は1,855百万円（前年同期比23.3％増）、営業利益は81百万円（前年同期に比べ92百
万円増加）となりました。  
＜ソリューション事業＞  

 ソリューション事業では、ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発および販売において、お客様
にとって真に価値のあるソリューションの提供ということを常に念頭におき、受注活動を展開してまいり
ました。   
 その結果、売上高は3,411百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は134百万円（前年同期比16.5％
減）となりました。  

  

(1) 資産の状況 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,072百万円減少し、10,168百万円となりました。これは主に受取
手形及び売掛金の減少（前期末比2,547百万円減）、有価証券の増加（前期末比700百万円増）、仕掛品の
増加（前期末比784百万円増）等によるものであります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べ17百万円増加し、3,222百万円となりました。これは主に有形固定
資産の増加（前期末比40百万円増）等によるものであります。 
 また、資産合計は13,390百万円（前期末比1,054百万円減）となりました。 

(2) 負債の状況 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,026百万円減少し、3,081百万円となりました。これは主に支払
手形及び買掛金が減少（前期末比839百万円減）、未払法人税等の減少（前期末比535百万円減）、賞与引
当金の増加（前期末比603百万円増）等によるものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ10百万円減少し、888百万円となりました。これは主に役員退職慰
労引当金の減少（前期末比29百万円減）、退職給付引当金の増加（前期末比21百万円増)等によるものであ
ります。 
 また、負債合計は3,970百万円（前期末比1,037百万円減）となりました。 

(3) 純資産の状況 
 純資産は、前連結会計年度末と比べ16百万円減少し、9,420百万円となりました。これは主に利益剰余金
の減少（前期末比29百万円減）、評価・換算差額等の増加（前期末比12百万円増)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
経営成績に関する分析

売上高 5,267百万円 （前年同期比 8.9%増）
営業利益 215百万円 （前年同期比 44.5%増）
経常利益 229百万円 （前年同期比 47.7%増）
四半期純利益 108百万円 （前年同期比 101百万円増）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(4) キャッシュ・フローの状況 
 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576百万円増加し、4,995百
万円となりました。 
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  
  営業活動の結果増加した資金は、805百万円（前年同期は768百万円の増加）となりました。これは主
に、税金等調整前四半期純利益（244百万円）、売上債権の減少（2,562百万円）、たな卸資産の増加（△
775百万円）、仕入債務の減少（△845百万円）、法人税等の支払（△642百万円）等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＞ 
  投資活動の結果減少した資金は、85百万円（前年同期は731百万円の減少）となりました。これは主に、
無形固定資産取得による支出（△93百万円）等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＞ 
  財務活動の結果減少した資金は、153百万円（前年同期は139百万円の減少）となりました。これは配当
金の支払（△153百万円）によるものであります。  
  
※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 平成19年３月14日)

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 平成19年３月14日)
を適用しております。従いまして、当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表等と前年同期の四半
期連結財務諸表等とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載しておりま
す。 
  

平成21年度の経営環境の概観としましては、世界的な金融危機を受け国内景気も悪化し厳しさが続くも
のと思われます。また、情報サービス産業におきましても、企業収益や設備投資が減少している中、経営
環境としては非常に厳しい状況で推移するものと考えられます。 
 このような状況のもと、当社グループは下記の目標値に向かって努力してまいる所存であります。 

  

 

該当事項はありません。 
  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 
 当第１四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。法人税等
調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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 平成19年３月
14日)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 平
成19年３月14日)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商品、仕掛品、貯蔵品の評価基準及び評価方法の変更 
従来、商品については移動平均法による原価法（一部の子会社については先入先出法）、仕掛品
については個別法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法を採用しておりましたが、当
連結会計年度より「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、下記の方法にて算定しております。 

 
 なお、これにより損益に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 28,000百万円 （前年同期比 4.6%増）
営業利益 2,000百万円 （前年同期比 7.1%減）
経常利益 2,000百万円 （前年同期比 7.9%減）
当期純利益 1,100百万円 （前年同期比 3.3%増）

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

・商品 移動平均法による原価法
（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）

・仕掛品 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）

・貯蔵品 最終仕入原価法 
（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）
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③リース取引に関する会計基準の適用 
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
処理を行っておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準（企業会計基準
第13号 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19年３月30日改正）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。なお、リース取引開始日が前連結会計年度以前の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。 
なお、これにより損益に与える影響はありません。 

④連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する取扱い 
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 
なお、これにより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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,895 4,018

受取手形及び売掛金 2,905 5,452

有価証券 1,100 400

商品 12 10

仕掛品 1,602 818

貯蔵品 3 2

繰延税金資産 183 165

その他 479 412

貸倒引当金 △14 △40

流動資産合計 10,168 11,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,012 993

減価償却累計額 △608 △624

建物及び構築物（純額） 404 368

土地 228 228

その他 216 206

減価償却累計額 △95 △90

その他（純額） 121 116

有形固定資産合計 754 713

無形固定資産   

のれん 1 2

ソフトウエア 550 550

その他 6 6

無形固定資産合計 558 558

投資その他の資産   

投資有価証券 42 46

繰延税金資産 320 319

差入保証金 1,202 1,202

その他 345 364

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,909 1,931

固定資産合計 3,222 3,204

資産合計 13,390 14,445
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 866 1,705

未払法人税等 135 671

繰延税金負債 10 7

賞与引当金 817 213

役員賞与引当金 7 32

製品保証引当金 45 41

未払金 287 477

その他 909 958

流動負債合計 3,081 4,108

固定負債   

退職給付引当金 730 708

役員退職慰労引当金 94 124

永年勤続慰労引当金 44 53

その他 18 13

固定負債合計 888 899

負債合計 3,970 5,007

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,348 1,348

資本剰余金 2,219 2,219

利益剰余金 5,220 5,249

自己株式 △17 △17

株主資本合計 8,770 8,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 －

為替換算調整勘定 △48 △65

評価・換算差額等合計 △52 △65

少数株主持分 703 703

純資産合計 9,420 9,437

負債純資産合計 13,390 14,445
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,267

売上原価 3,939

売上総利益 1,328

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 1,112

営業利益 215

営業外収益  

受取利息 6

その他 7

営業外収益合計 13

営業外費用  

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 229

特別利益  

貸倒引当金戻入額 26

特別利益合計 26

特別損失  

固定資産除却損 1

事務所移転費用 10

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 244

法人税等 122

少数株主利益 12

四半期純利益 108
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 244

のれん償却額 0

減価償却費 92

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

賞与引当金の増減額（△は減少） 603

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29

製品保証引当金の増減額（△は減少） 4

その他の引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △6

固定資産除却損 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △775

仕入債務の増減額（△は減少） △845

その他 △380

小計 1,441

利息及び配当金の受取額 5

法人税等の支払額 △642

営業活動によるキャッシュ・フロー 805

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △2

無形固定資産の取得による支出 △93

その他 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △85

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △138

少数株主への配当金の支払額 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △153

現金及び現金同等物に係る換算差額 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 576

現金及び現金同等物の期首残高 4,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,995
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)
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。 
  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 当社グループの事業区分は、サービスの性質、経営戦略での位置付け等を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要なサービス 

 
  

【所在地別のセグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 
 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別
のセグメント情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 
 海外売上高は、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。 
  

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) セグメント情報

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

エンジニアリ
ング事業 
(百万円)

ソリューショ
ン事業 
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,855 3,411 5,267 ― 5,267

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,855 3,411 5,267 ― 5,267

  営業利益 81 134 215 ― 215

事業区分 主要なサービス

エンジニアリング事業
機器組み込みソフトウェアの開発
製造・技術系アプリケーションソフトウェアの開発 
製造・技術系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

ソリューション事業
ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発
ユーザーにおける情報システムの運用・保守等 
ビジネス系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「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 
前第 1四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 3 月 31 日) 

    （単位：百万円） 

期  別  

 
科  目 

前年同四半期 

（平成 20 年 12 月期第 1 四半期）

金額 

Ⅰ 売上高 4,837

Ⅱ 売上原価 3,517

売上総利益 1,319

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,170

営業利益 149

Ⅳ 営業外収益 9

受取利息 8

その他 0

Ⅴ 営業外費用 3

その他 3

経常利益 155

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 121

固定資産除却損 3

本社移転関連費用 93

その他 24

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 33

法人税等 16

少数株主利益 9

四半期純利益 7
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２. （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第 1四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 3 月 31 日) 

（単位：百万円） 

期  別 

科  目 

前年同四半期 

（平成 20 年 12 月期第 1 四半期）

金額 

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 33 

減価償却費 112 

賞与引当金の増減額 535 

売上債権の増減額 2,392 

たな卸資産の増減額 △1,108 

仕入債務の増減額 △388 

その他 △381 

小 計 1,195 

利息及び配当金の受取額 8 

法人税等の支払額 △435 

営業活動によるキャッシュ・フロー 768 

  

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 △69 

有形固定資産の売却による収入 13 

無形固定資産の取得による支出 △130 

差入保証金の差入による支出 △696 

差入保証金の返還による収入 150 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △731 

  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △138 

少数株主への配当金の支払額 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △139 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △132 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 4,076 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 3,943 
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３. セグメント情報 

(1)事業の種類別セグメント情報 

前第 1四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 3 月 31 日) 

    （単位：百万円） 

セグメント

科 目 

エンジニアリング 

事 業 

ソリューション 

事 業 
計 消去又は全社 連 結 

売  上  高  

(1) 外部顧客に対する売上高 1,505 3,331 4,837 ―  4,837
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ―  ― 

合     計 1,505 3,331 4,837 ―  4,837

営 業 費 用 1,516 3,171 4,687 ―  4,687

営業利益又は営業損失（△） △11 160 149 ―  149

 

（注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、サービスの性質、経営戦略での位置付け等を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要なサービス 

事業区分 主要なサービス 

エンジニアリング事業 

機器組み込みソフトウェアの開発 
製造・技術系アプリケーションソフトウェアの開発 

製造・技術系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

ソリューション事業 
ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発 
ユーザーにおける情報システムの運用・保守等 
ビジネス系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等 

 
 

(2)所在地別セグメント情報 

  全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載

を省略しております。 

 

(3)海外売上高 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 
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