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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7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6月期第3四半期 3,928 △17.2 34 ― 29 ― 38 ―
20年6月期第3四半期 4,745 △2.0 △20 ― 0 △99.9 △143 ―

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6月期第3四半期 156.32 ―
20年6月期第3四半期 △580.75 ―

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6月期第3四半期 4,717 3,942 83.6 15,976.23
20年6月期 5,133 4,082 79.5 16,542.17

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  3,942百万円 20年6月期  4,082百万円

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6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
500.00 500.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 5,284 △21.1 109 △73.9 108 △73.2 76 ― 311.76



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）  有  

連結子会社であったIntelligent Wave Europe Limitedは、実質的に清算手続が結了したことにより、有効な支配従属関係がなくなったため連結から除
外しております。 

(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  

(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） 

(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.上記に記載した予想数値は、現時点での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。なお、上記予想に関する事項は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」をご覧ください。 
2.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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 Intelligent Wave Europe Limited ）

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6月期第3四半期 263,400株 20年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  16,618株 20年6月期  16,618株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 246,782株 20年6月期第3四半期 246,782株
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【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 

    当社の企業集団は、当社及び子会社２社で構成されており、ソフトウェアの開発、販売、保守とハード

ウェアの販売を主な事業内容としています。 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日）においては、世界的な

金融危機の影響による国内経済の悪化を受けて、当社の主要な事業領域であるクレジットカードや証券、

金融の各業界においても、事業環境は厳しさを増すこととなりました。 

   このような状況ながら、当社においてはクレジットカード会社、証券会社、信託銀行等、既存の顧客を

中心に自社製品の販売やシステム開発案件の受注活動を積極的に展開した結果、売上高 3,928 百万円（前

年同四半期 4,745 百万）、営業利益は 34 百万円（前年同四半期営業損失 20 百万円）、経常利益は 29 百万円

（前年同四半期 0.2 百万円）、四半期純利益は 38 百万円（前年同四半期純損失 143 百万円）となりました。 

当社の事業環境は今後とも厳しいものと予想されますが、営業活動を計画どおり推進しつつ外注加工費

等の経費について管理を強化する等により経費の削減を進め、当期業績予想（平成 21 年２月 12 日発表）

の達成に向けて着実に業績を伸ばしていく方針です。 

 

    当第３四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

     カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びに「NET+１」パッケージ販売や ASP サービス提供、ハードウェア販

売等により、当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,024 百万円（前年同四半期 3,237 百万円）、営業利

益は 608 百万円（前年同四半期 1,005 百万円）となりました。 

 

・システムソリューション業務 

     システムソリューション業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社、証券会社、

信託銀行等からのシステム開発受託及びシステム保守並びにクレジット決済ネットワーク接続パッケー

ジ「FEXICS」、証券市況情報配信パッケージの販売等により当第３四半期連結累計期間の売上高は 1,297

百万円（前年同四半期 1,013 百万円）、営業利益は 138 百万円（前年同四半期 13 百万円）となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

     セキュリティシステム業務においては、金融業のみならず製造業等幅広い業種の顧客に対して内部情

報漏洩対策システム「CWAT」の販売を拡大することができました。また、保守並びにセキュリティ製品

の販売等により当第３四半期連結累計期間の売上高は 606 百万円（前年同四半期 495 百万円）、営業損失

は 224 百万円（前年同四半期営業損失 606 百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （1）財政状態の変動状況 

（資産） 

当第３四半期連結累計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 416 百万円減少し、

4,717 百万円となりました。これは主に、現金及び預金 149 百万円、受取手形及び売掛金 390 百万円の

減少によるものであります。 

 

（負債） 

当第３四半期連結累計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 276 百万円減少し、775

百万円となりました。これは主に、買掛金 126 百万円、未払消費税等 88 百万円及び未払法人税等 105

百万円の減少によるものであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 139 百万円減少し、  

3,942 百万円となりました。これは主に、利益剰余金 81 百万円の減少によるものであります。 
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 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,383 百万円となり、前連結会計期間末

に比べて、148 百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

    当第３四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、104 百万円の収入となり

ました。これは主に、法人税等納付額 184 百万円の支出がありましたが、売掛債権の減少額 368 百万円

及び賞与引当金の増加額 140 百万円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、64 万円の支出となりま

した。これは主に、敷金保証金の返金による収入 32 百万円、投資事業組合からの分配額 13 百万円の収

入がありましたが、有形固定資産取得額 35 百万円及び無形固定資産取得額 54 百万円があったためであ

ります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、122 百万円の支出となり

ました。これは、配当金の支払による 122 百万円の支出があったためであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年２月 12 日発表の業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での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、予想数値と異なる場合があります。 

 

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） 

  ① 当第３四半期連結会計期間より、Intelligent Wave Europe Limited は、実質的に清算手続が結了した

ことにより、有効な支配従属関係がなくなったため、連結から除外しております。 

  ② 変更後の連結子会社の数 

    ２社 

 （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 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

    定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

  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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前連結会計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。 

 

（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 

  ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

    「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 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」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企

業会計基準適用指針第 14 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。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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  ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   「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 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

    これに伴う、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

  ③ 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の適用 

    「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」（企業会計基準委員会 平

成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

    これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響はありません。 

    なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 



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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,385,319 1,534,841

受取手形及び売掛金 724,393 1,115,032

たな卸資産 358,670 313,680

その他 374,908 371,087

貸倒引当金 △9,550 △14,710

流動資産合計 2,833,742 3,319,932

固定資産   

有形固定資産 414,376 418,290

無形固定資産 171,827 159,618

投資その他の資産   

投資有価証券 522,966 533,335

その他 1,024,343 830,435

貸倒引当金 △249,469 △127,768

投資その他の資産合計 1,297,841 1,236,002

固定資産合計 1,884,044 1,813,911

資産合計 4,717,786 5,133,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,603 324,191

未払法人税等 － 105,242

賞与引当金 140,697 －

役員賞与引当金 9,827 10,954

受注損失引当金 － 7,500

事業所閉鎖損失引当金 － 85,790

その他 224,039 372,285

流動負債合計 572,167 905,963

固定負債   

退職給付引当金 150,853 98,352

役員退職慰労引当金 50,513 46,617

その他 1,606 600

固定負債合計 202,973 145,569

負債合計 775,141 1,051,533

－ 6 －



(単位：千円)

当第３四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 568,778 568,778

利益剰余金 3,850,520 3,931,555

自己株式 △1,280,609 △1,280,609

株主資本合計 3,982,438 4,063,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,358 44,056

為替換算調整勘定 △64,151 △25,220

評価・換算差額等合計 △39,793 18,836

純資産合計 3,942,645 4,082,310

負債純資産合計 4,717,786 5,133,844

－ 7 －



(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 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,928,541

売上原価 2,550,309

売上総利益 1,378,231

販売費及び一般管理費 1,343,504

営業利益 34,726

営業外収益  

受取利息 2,599

受取配当金 370

補助金収入 23,332

その他 5,565

営業外収益合計 31,866

営業外費用  

コミットメントフィー 4,171

為替差損 22,147

投資事業組合運用損 9,333

その他 944

営業外費用合計 36,596

経常利益 29,996

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,810

匿名組合投資利益 34,267

事務所閉鎖損失引当金戻入額 38,714

その他 2,409

特別利益合計 89,202

特別損失  

事務所移転費用 31,145

過年度退職給付費用 13,021

その他 13,435

特別損失合計 57,603

税金等調整前四半期純利益 61,595

法人税、住民税及び事業税 383

法人税等調整額 22,635

法人税等合計 23,019

四半期純利益 38,575

－ 8 －



(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 
(自 平成20年７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 61,595

減価償却費 69,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36,459

賞与引当金の増減額（△は減少） 140,697

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,126

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △85,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,501

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,896

受取利息及び受取配当金 △2,969

投資事業組合運用損益（△は益） 9,151

コミットメントフィー 4,171

匿名組合投資損益（△は益） △34,267

投資有価証券売却損益（△は益） △2,409

投資有価証券評価損益（△は益） 2,873

売上債権の増減額（△は増加） 368,967

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,990

仕入債務の増減額（△は減少） △129,938

その他 △78,924

小計 289,042

利息及び配当金の受取額 3,096

コミットメントフィーの支払額 △3,275

法人税等の支払額 △184,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,132

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △13,288

投資有価証券の売却による収入 2,409

投資事業組合からの分配による収入 13,225

有形固定資産の取得による支出 △35,807

無形固定資産の取得による支出 △54,828

敷金及び保証金の差入による支出 △12,059

敷金及び保証金の回収による収入 32,146

保険積立金の積立による支出 △13,056

保険積立金の解約による収入 9,723

その他 7,315

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,221

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △122,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,196

－ 9 －



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,307

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,819

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △42,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,383,865

－ 10 －
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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）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 

  ａ．事業の種類別セグメント情報 

    当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益   

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
2,024,396 1,297,727 606,416 3,928,541 ― 3,928,541

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （―) ―

計 2,024,396 1,297,727 606,416 3,928,541 ― 3,928,541

営業利益又は営業損失(△) 608,278 138,996 △224,212 523,061 （488,334) 34,726

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム「FACE」製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 

 

  ｂ．所在地別セグメント情報 

    当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

  ｃ．海外売上高 

    当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

    海外売上高は、いずれも連結売上高の 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 

    当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

    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 

 （1） （要約）前四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年７月１日 

至 平成20年３月31日）
科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 4,745,951 

Ⅱ 売上原価 3,307,871 

   売上総利益 1,438,079 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,458,484 

   営業損失 20,404 

Ⅳ 営業外収益 42,403 

Ⅴ 営業外費用 21,702 

   経常利益 297 

Ⅵ 特別利益 27,728 

Ⅶ 特別損失 141,775 

   税金等調整前四半期純損失 113,749 

   法人税、住民税及び事業税 35,800 

   法人税等調整額 41,732 

   少数株主損失 47,963 

   四半期純損失 143,319 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




