
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年7月23日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 上場取引所 東 

コード番号 3850 URL http://www.intra-mart.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中山義人

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 管理本部長 （氏名） 鈴木誠 TEL 03-5549-2823
四半期報告書提出予定日 平成21年7月31日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 433 △4.1 △59 ― △58 ― △36 ―

21年3月期第1四半期 451 ― △25 ― △25 ― △16 ―

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

22年3月期第1四半期 △1,618.96 ―

21年3月期第1四半期 △752.14 ―

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

22年3月期第1四半期 2,047 1,409 68.9 63,282.88
21年3月期 2,191 1,445 66.0 64,901.83

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,409百万円 21年3月期  1,445百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

1,134 △10.6 30 △72.3 30 △72.4 17 △72.4 763.18

通期 3,000 12.4 330 7.3 330 5.5 188 4.5 8,439.95
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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  
（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。 

(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、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) 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） 22年3月期第1四半期 22,275株 21年3月期  22,275株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 22,275株 21年3月期第1四半期 22,275株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、当社が現在入手可能な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のでご了承ください。 
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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１四半期会計期間における我が国の経済は、景気動向なども昨年の悪化から下げ止まりの様相を見せ、各企業

の景況感は大企業を中心に回復の兆しも見えはじめているものの、各企業における雇用や設備の過剰感は総じて高く、

今後の経済情勢は依然として不透明な状況にあります。

　情報産業分野においては、短納期・低コストといった事業環境が顕著になり、Webシステムの重要性は一層高まって

いるものの、各企業の設備投資は全般的には抑制傾向にあり、新規案件へのIT投資の延期や見直しを行うお客様が増

加するなど、引き続き厳しい環境となりました。

　このような情勢のもと、当社は「市場におけるプレゼンス確立」のため、今後拡大が見込まれるSaaS市場に対して

パートナ企業と連携して「Ready ＆ Go for SaaS」プロジェクトを立ち上げるとともに、SaaS・クラウドコンピュー

ティング対応したWeb アプリケーションサーバ「Resin」の独占販売権を獲得し、大規模Webシステムの構築・運用を

さらに柔軟・経済的に実現できるような統合的なソリューションの強化に努めました。

　また、「積極的な製品強化の投資」を実施し、SaaS等の業務コンポーネントを追加・改良した「intra-mart 

WebPlatform Version7.1」をリリースし、従来より一層、業務効率を高めるシステム構築の実現を可能にしました。

  この結果、当社の平成22年３月期第１四半期の業績につきましては、売上高433,097千円（前年同期比 4.1％減）、

営業損失59,305千円、経常損失58,921千円、四半期純損失36,062千円となりました。

　事業部門別の業績は、次のとおりです。

①　パッケージ事業

　基盤製品及びアプリケーション群ともに堅調に推移し、また保守についても好調に推移し、売上高は252,322千円

（前年同期比 11.0％増）となりました。

②　サービス事業

　「intra-mart」を利用したシステム開発やコンサルティングなどの周辺サービスは、開発要件の追加などにより一

部期ずれが発生したため、売上高は167,520千円（前年同期比 19.2％減）となりました。

③　その他の事業

　上記２事業に関連するソフトウェア及びハードウェアの販売等となり、当初の見込みのとおり13,254千円（前年同

期比 22.4％減）となりました。

 

　（当社の四半期業績の特性について） 

　当社のパッケージ事業及びサービス（コンサルティング、システム開発等）事業は、一般企業を対象としており、

事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、システムの導入・検収が年度の節目である９月及び３月

に集中する傾向にあります。後述のとおり当事業年度よりサービス事業の一部の売上高の計上基準については、工事

進行基準を適用しておりますが、売上高の大半が工事完成基準（検収基準）である当社の業績にも季節的変動があり、

売上高、利益とも第２、４四半期に集中する傾向があります。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間末における総資産は、出資に伴う投資有価証券の取得等による固定資産の増加があったもの

の、期末債権の入金・支払等による流動資産・負債の減少により、前事業年度末に比べ143,749千円減少し、2,047,297

千円となりました。

　また、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、期末売上債権の入金等

があったものの、販売用ソフトウェアの取得や税金の支払い、出資に伴う投資有価証券の取得等により、前事業年度

末に比べ119,044千円減少し、669,434千円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は131,037千円（前年同四半期は209,884千円の獲得）となりました。

　これは主に、前期末に計上された売上債権が減少したこと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250,081千円（前年同四半期は93,482千円の使用）となりました。

　これは主に、販売用ソフトウェアの取得と出資に伴う投資有価証券の取得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）

  財務活動による資金の動きはありませんでした。
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３．業績予想に関する定性的情報

　情報産業分野は、各企業の設備投資の過剰感が総じて高いため、IT投資に関しても抑制する動きが更に増加すると

思われます。当社事業がターゲットとするWebシステムの環境も、クラウドコンピューティングやSaaS等の新たな分野

での展開が実現しているものの、これまで以上に短納期・低コストといった内容が求められおり、引き続き厳しい環

境が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当社は上記クラウドコンピューティングやSaaS等の新たな分野での事業展開を深耕させる

べく、他社アライアンスを含め、積極的に取り組んでいきます。

  また、サービス事業に関しては、新規案件の獲得に遅れが見られるものの、第２四半期以降、より一層の開発生産

性を高める製品の強化を予定しており、合わせて大型案件の受注も見込まれていること等、第１四半期の業績も概ね

予想通りに推移していることから、業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

・固定資産の定率法に基づく減価償却費の算定方法は、当第１四半期会計期間を含む事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。

・法人税等については、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算定しております。なお、永久差

異及び重要な一時差異等については、算定上考慮しております。

　　　　２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　　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

・受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間から適用し、当第１四

半期会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。

   これによる損益に与える影響はありません。
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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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 669,434 788,479 

売掛金 185,348 434,330 

未収入金 9,713 2,355 

仕掛品 19,283 560 

原材料及び貯蔵品 1,839 1,941 

前渡金 19,266 40,042 

前払費用 64,622 52,845 

繰延税金資産 47,261 24,866 

関係会社短期貸付金 25,000 25,000 

その他 585 582 

貸倒引当金 △98 △463 

流動資産合計 1,042,256 1,370,540 

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,610 19,610 

減価償却累計額 △13,035 △12,275 

建物（純額） 6,574 7,335 

工具、器具及び備品 24,628 23,795 

減価償却累計額 △13,929 △13,100 

工具、器具及び備品（純額） 10,699 10,694 

有形固定資産合計 17,274 18,030 

無形固定資産   

ソフトウエア 379,909 261,775 

ソフトウエア仮勘定 224,831 257,470 

その他 178 194 

無形固定資産合計 604,919 519,440 

投資その他の資産   

投資有価証券 100,000 － 

関係会社株式 10,000 10,000 

関係会社出資金 125,533 125,533 

従業員に対する長期貸付金 2,726 2,913 

敷金及び保証金 90,087 90,087 

繰延税金資産 54,499 54,499 

投資その他の資産合計 382,847 283,034 

固定資産合計 1,005,040 820,505 

資産合計 2,047,297 2,191,046 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 137,215 219,582 

未払金 45,340 34,894 

未払法人税等 1,055 109,191 

未払消費税等 － 16,450 

前受金 384,357 295,865 

預り金 12,857 3,294 

賞与引当金 9,854 28,391 

流動負債合計 590,681 707,670 

固定負債   

退職給付引当金 46,989 37,687 

固定負債合計 46,989 37,687 

負債合計 637,671 745,358 

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,262 516,262 

資本剰余金 446,262 446,262 

利益剰余金 447,101 483,163 

株主資本合計 1,409,626 1,445,688 

純資産合計 1,409,626 1,445,688 

負債純資産合計 2,047,297 2,191,046 
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 451,840 433,097 

売上原価 293,728 281,121 

売上総利益 158,112 151,976 

販売費及び一般管理費   

給料 42,900 49,496 

賞与 11,160 12,463 

役員報酬 17,363 21,078 

法定福利費 8,968 9,299 

退職給付費用 3,446 4,867 

広告宣伝費 11,645 2,219 

研究開発費 1,982 2,777 

減価償却費 2,633 2,001 

地代家賃 13,681 13,447 

業務委託費 39,352 53,668 

その他 30,670 39,962 

販売費及び一般管理費合計 183,806 211,282 

営業損失（△） △25,694 △59,305 

営業外収益   

受取利息 17 15 

貸倒引当金戻入額 471 365 

その他 2 4 

営業外収益合計 492 384 

経常損失（△） △25,201 △58,921 

税引前四半期純損失（△） △25,201 △58,921 

法人税等 △8,447 △22,858 

四半期純損失（△） △16,753 △36,062 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △25,201 △58,921 

減価償却費 48,470 62,706 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △471 △365 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,542 9,302 

受取利息及び受取配当金 △17 △15 

売上債権の増減額（△は増加） 316,006 248,982 

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,823 △18,620 

仕入債務の増減額（△は減少） △76,472 △79,454 

未払金の増減額（△は減少） 21,309 10,371 

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,402 △16,450 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,079 1,641 

その他の負債の増減額（△は減少） 64,845 77,146 

小計 293,863 236,322 

利息及び配当金の受取額 17 15 

法人税等の支払額 △83,996 △105,300 

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,884 131,037 

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 △203 △587 

無形固定資産の取得による支出 △68,471 △149,678 

子会社株式の取得による支出 △10,000 － 

投資有価証券の取得による支出 － △100,000 

貸付けによる支出 △15,000 － 

貸付金の回収による収入 182 184 

敷金及び保証金の回収による収入 10 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,482 △250,081 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,401 △119,044 

現金及び現金同等物の期首残高 639,049 788,479 

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,451 669,434 
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（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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