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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 2,619 △14.1 80 △28.6 86 △26.7 43 △33.3
20年12月期第1四半期 3,050 △5.6 112 27.3 117 30.7 64 43.0

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 20.62 ―
20年12月期第1四半期 30.93 ―

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 5,033 2,371 47.1 1,134.29
20年12月期 5,447 2,391 43.9 1,143.67

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,371百万円 20年12月期  2,391百万円

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12月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
30.00 ― 30.00 60.00

3.  平成21年12月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

5,790 △7.1 186 △10.8 196 △9.7 109 △6.6 52.13

通期 12,000 0.0 500 12.6 520 9.1 292 8.9 139.66
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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  

詳細は、４ページ「【定性情報・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） 

詳細は、４ページ「【定性情報・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12月期第1四半期 2,091,000株 20年12月期  2,091,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  190株 20年12月期  190株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 2,090,810株 20年12月期第1四半期 2,090,810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大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４ページ「【定性情報・財務諸表等】３．業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 
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１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により使用した資

金が２億８百万円、投資活動により使用した資金が７百万円、財務活動により使用した資金が63百万円となり、

当第１四半期会計期間末の資金は12億65百万円となりました。  

  当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（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２億８百万円となりました。 

これは、主に売上債権の減少１億59百万円があったものの仕入債務の減少２億18百万円、前受収益の減少１億

80百万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、使用した資金は７百万円となりました。  

これは、有形固定資産の取得による支出５百万円、差入保証金の差入れによる支出２百万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、使用した資金は63百万円となりました。  

  これは、配当金の支払額63百万円によるものであります。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機と実体経済悪化の悪循環の影響を受け、景気

後退がより鮮明化し、今後の先行きも世界景気や金融・為替市場の動向によっては、さらに下押しする懸念もあ

ります。国内ＩＴ市場におきましても、企業収益の大幅な減少を受けてＩＴ投資の抑制傾向が顕在化してまいり

ました。  

 このような状況のもと、当第１四半期会計期間の経営成績は、ＩＴ設備投資抑制の影響を受けたシステム販売

事業の大幅な不振により、会社全体としては減収減益となりましたが、情報サービス事業ではＩＴアウトソーシ

ングビジネスの受注拡大と、全社規模での徹底した内製化の促進により増収増益を確保しました。  

 売上高は26億19百万円（前年同期比14.1％減）、営業利益は80百万円（前年同期比28.6％減）、経常利益は86

百万円（前年同期比26.7％減）、第１四半期純利益は43百万円（前年同期比33.3％減）となりました。  

  

[事業分野別状況] 

エンタープライズアプリケーション・サービスは、ＥＲＰ関連の受託・運用の展開により売上高は５億51百万

円（前年同期比8.8％増）となり、内製化の推進と開発工程の効率化による原価削減により、売上総利益は１億

92百万円（前年同期比12.2％増）となりました。  

システムエンジニアリング・サービスは、導入サービスの拡大により、売上高は３億16百万円（前年同期比

5.1％増）となり、売上総利益は１億19百万円（前年同期比15.4％増）となりました。  

システムマネージメント・サービスは、ハウジングサービスの伸長により、売上高は７億26百万円（前年同期

比3.3％増）となり、売上総利益は１億79百万円（前年同期比16.5％増）となりました。  

カスタマーエンジニアリング・サービスは、市場縮小化の影響を協業ビジネスの拡大で補いきれず４億91百万

円（前年同期比4.7％減）、売上総利益も１億23百万円（前年同期比11.6％減）となり減収減益となりました。 

これらの結果、情報サービス事業全体では、売上高は20億85百万円（前年同期比2.9％増）、売上総利益は６

億15百万円（前年同期比8.1％増）となりました。  

システム販売事業は、お客様のＩＴ設備投資の小規模化・先送りの顕在化や、価格性能比向上による少額化に

より売上高は５億34百万円（前年同期比47.8％減）と半減し、売上総利益は60百万円（前年同期比64.6％減）と

なりました。  

  

   

   

２．財政状態に関する定性的情報
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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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 当第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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、原価法から原

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）に変更しております。 

 この変更により、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響額は軽微であります。 

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によ

っておりましたが、「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）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号同前）が平成20年４月１日以後開始

する事業年度から適用できることとなったことに伴い、当第１四半期会計期間から同会計基準及び適用指針

を適用しております。 

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、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、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。 

 ただし、当第１四半期会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかった

ため、損益に与える影響はありません。 

   

３．業績予想に関する定性的情報

 平成21年12月期の業績につきましては、平成21年２月13日に公表いたしました「平成20年12月期決算短信（非

連結）」の業績予想に変更はありません。 

   

  

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定においては、当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度の決算において算定した貸倒実績率を使用してお

ります。  

②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

  

（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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 765,894 1,545,519

受取手形及び売掛金 1,402,771 1,562,238

有価証券 499,928 －

商品 153,233 167,009

仕掛品 58,084 19,989

その他 298,727 281,341

貸倒引当金 △993 △1,121

流動資産合計 3,177,645 3,574,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 544,088 550,946

その他（純額） 348,953 351,035

有形固定資産合計 893,042 901,981

無形固定資産   

ソフトウエア 23,349 26,918

その他 20,111 21,860

無形固定資産合計 43,461 48,779

投資その他の資産   

繰延税金資産 462,070 465,598

その他 474,414 473,198

貸倒引当金 △16,902 △16,803

投資その他の資産合計 919,581 921,994

固定資産合計 1,856,084 1,872,755

資産合計 5,033,730 5,447,732

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 699,989 918,738

未払法人税等 85,049 127,710

賞与引当金 159,346 －

役員賞与引当金 3,682 5,369

その他 555,819 834,276

流動負債合計 1,503,887 1,886,096

固定負債   

退職給付引当金 1,073,096 1,071,768

役員退職慰労引当金 － 69,547

その他 85,166 29,129

固定負債合計 1,158,262 1,170,445

負債合計 2,662,150 3,056,541
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,177,443 1,177,443

資本剰余金 325,476 325,476

利益剰余金 869,152 888,764

自己株式 △492 △492

株主資本合計 2,371,579 2,391,191

純資産合計 2,371,579 2,391,191

負債純資産合計 5,033,730 5,447,732
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,619,593

売上原価 1,944,127

売上総利益 675,466

販売費及び一般管理費 595,237

営業利益 80,229

営業外収益  

受取利息 488

受取手数料 1,256

負ののれん償却額 3,641

雑収入 433

営業外収益合計 5,818

経常利益 86,048

特別損失  

固定資産除却損 31

賃貸借契約解約損 4,538

特別損失合計 4,570

税引前四半期純利益 81,477

法人税、住民税及び事業税 78,439

法人税等調整額 △40,074

法人税等合計 38,364

四半期純利益 43,112
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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１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 81,477

減価償却費 13,624

のれん償却額 1,749

負ののれん償却額 △3,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,328

受取利息及び受取配当金 △488

売上債権の増減額（△は増加） 159,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,318

仕入債務の増減額（△は減少） △218,749

未払金の増減額（△は減少） △48,007

前受収益の増減額（△は減少） △180,688

その他 125,854

小計 △92,419

利息及び配当金の受取額 478

法人税等の支払額 △116,852

営業活動によるキャッシュ・フロー △208,793

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 △5,238

その他 △2,564

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,802

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △63,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,696

現金及び現金同等物の期首残高 1,545,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,265,823
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 該当事項はありません。 

  

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。 

  

（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
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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１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  3,050

Ⅱ 売上原価  2,310

売上総利益  739

Ⅲ 販売費及び一般管理費  626

営業利益  112

Ⅳ 営業外収益  5

Ⅴ 営業外費用  0

経常利益  117

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  0

税引前四半期純利益  117

税金費用  52

四半期純利益  64
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前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（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12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １. 税引前第１四半期純利益  117

 ２. 減価償却費  9

 ３. のれん償却額  1

 ４. 退職給付引当金の増加額  3

 ５. 売上債権の減少額  237

 ６. たな卸資産の減少額  13

 ７. 仕入債務の減少額  △285

 ８. 未収入金の増加額  △0

 ９. 前受収益の減少額  △79

 10. その他  88

     小計  104

 11. 利息及び配当金の受取額  2

 12. 利息の支払額  △0

 13. 法人税等の支払額   △98

営業活動によるキャッシュ・フロー  9

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １. 有形固定資産の取得による支出  △0

 ２. 無形固定資産の取得による支出  △0

 ３. その他   △20

投資活動によるキャッシュ・フロー  △20

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １. 配当金の支払額  △77

財務活動によるキャッシュ・フロー  △77

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △89

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,936

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,847
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