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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 2,514 △24.6 29 △90.7 35 △89.2 16 △91.5
21年3月期第1四半期 3,334 ― 320 ― 330 ― 189 ―

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 233.81 ―
21年3月期第1四半期 2,762.91 ―

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 9,529 8,347 87.6 121,696.68
21年3月期 9,962 8,420 84.5 122,765.70

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  8,347百万円 21年3月期  8,420百万円

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 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00

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

6,000 △15.9 200 △71.9 200 △72.8 110 △73.9 1,603.71

通期 13,000 △7.5 900 △33.0 900 △35.4 510 △36.9 7,435.38

－ 1 －



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  

(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 68,591株 21年3月期 68,591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 68,591株 21年3月期第1四半期 68,591株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・将来に関する記述等についてのご注意 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合がありま
す。業績予想に関する事項は、４ページをご覧ください。 
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に深刻な影響を及ぼす中、企業の生

産活動は依然として調整段階の域を脱しておらず、また、今年度の新卒採用予定者数が前年度を割り込む

企業が多く見られるなど雇用環境も厳しい状況が続いております。さらに、新型インフルエンザの世界的

な蔓延や米国大手自動車会社の破綻の余波などの要因も景気減速に拍車をかける結果となっており、政府

による景気対策が実施されてはいるものの、景気が本格的な回復軌道に乗るまでにはまだ時間を要するも

のと思われます。 

当社は、今後も厳しい受注環境が続くことが予想されることから、見込案件の量的な確保のため既存顧

客の未開拓分野を中心に情報収集を積極的に推し進め、案件化に向け注力してまいりました。また、案件

終了後の不稼動を減らすため、経験・スキルに応じた要員の適正配置を迅速かつ効率的に行ってまいりま

した。 

  

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、2,514百万円（前年同期比△24.6％）、営業利益は、29百万円（前年同期比△90.7％）、経

常利益は、35百万円（前年同期比△89.2％）、四半期純利益は、16百万円（前年同期比△91.5％）となり

ました。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ433百万円減少し、9,529百万円（前事業年度末比△4.4％）とな

りました。 

流動資産の減少407百万円は、主に前事業年度３月末検収案件の回収による売掛金の減少845百万円

によるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ360百万円減少し、1,182百万円（前事業年度末比△23.3％）とな

りました。これは主に、賞与引当金の減少によるものであります。 

  

純資産合計は、前事業年度末に比べ73百万円減少し、8,347百万円（前事業年度末比△0.9％）とな

りました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、364百万円（前年同期比＋413百万円）となりました。これ

は主に、営業収入が減少した一方で、外注費の支払及び購入による支出や法人税等の支払額が減少し

たこと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

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

〈資産〉

〈負債〉

〈純資産〉

(2) キャッシュ・フローの状況

〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉
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投資活動によるキャッシュ・フローは、△101百万円(前年同期比△101百万円)となりました。これ

は主に当第１四半期会計期間に有価証券を取得したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△74百万円(前年同期比＋13百万円)となりました。これは

配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

188百万円増加し、6,404百万円となりました。 

  

当初の予定と異なる時期に納品・検収が行われることによって売上計上の時期が変動する可能性があり

ますが、現時点においては、平成21年４月24日に発表しました業績予想に変更はありません。 

  

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 

請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、検収基準を適用して

おりましたが、当第１四半期会計期間から「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）を適用し、当第１四半期会計期間に着手したプロジェクトから、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プロジェクト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、その他のプロジェクトについては工事完成基準（検収基準）を適用して

おります。 

これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ9百万円増加し

ております。 

  

  
  

〈投資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〉

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準の適用
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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 2,708,758 2,291,292

関係会社預け金 3,595,576 3,924,483

売掛金 1,553,845 2,399,343

有価証券 199,968 －

仕掛品 155,252 72,073

その他 510,218 444,105

流動資産合計 8,723,620 9,131,298

固定資産   

有形固定資産 45,216 49,796

無形固定資産 52,091 54,470

投資その他の資産   

前払年金費用 206,864 219,593

その他 501,654 507,679

投資その他の資産合計 708,518 727,272

固定資産合計 805,826 831,540

資産合計 9,529,446 9,962,839

負債の部   

流動負債   

買掛金 274,720 378,966

未払法人税等 9,001 103,604

賞与引当金 342,829 655,534

その他 463,924 305,281

流動負債合計 1,090,476 1,443,386

固定負債   

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 78,668 85,826

固定負債合計 91,672 98,830

負債合計 1,182,148 1,542,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,031,563 7,101,265

株主資本合計 8,346,632 8,416,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 664 4,288

評価・換算差額等合計 664 4,288

純資産合計 8,347,297 8,420,622

負債純資産合計 9,529,446 9,962,839

㈱ＪＩＥＣ（4291）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



(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 3,334,385 2,514,679

売上原価 2,531,111 2,017,833

売上総利益 803,274 496,846

販売費及び一般管理費 482,391 467,135

営業利益 320,882 29,710

営業外収益   

受取利息 9,625 5,457

その他 2,169 1,793

営業外収益合計 11,794 7,251

営業外費用   

支払手数料 1,828 1,378

営業外費用合計 1,828 1,378

経常利益 330,848 35,583

特別損失   

固定資産除却損 168 －

特別損失合計 168 －

税引前四半期純利益 330,680 35,583

法人税、住民税及び事業税 9,247 1,724

法人税等調整額 131,922 17,821

法人税等合計 141,169 19,546

四半期純利益 189,510 16,037
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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   

営業収入 4,191,096 3,341,439

外注費の支払及び購入による支出 △1,556,240 △939,064

人件費の支出 △1,870,600 △1,640,189

その他の営業支出 △351,415 △317,385

小計 412,840 444,800

利息及び配当金の受取額 11,708 8,152

法人税等の支払額 △473,066 △88,120

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,517 364,832

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △99,956

有形固定資産の取得による支出 △887 △337

無形固定資産の取得による支出 △947 △911

敷金及び保証金の差入による支出 － △150

敷金及び保証金の回収による収入 2,479 －

その他の収入 － 30

投資活動によるキャッシュ・フロー 644 △101,325

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △88,197 △74,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,197 △74,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,070 188,564

現金及び現金同等物の期首残高 5,856,709 6,215,776

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,720,638 6,404,340
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当第１四半期会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

  

  

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)                (単位：千円) 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 674,184 640,884 7,101,265 8,416,334

当第１四半期会計期間末までの変動額

 剰余金の配当 △85,738 △85,738

 四半期純利益 16,037 16,037

当第１四半期会計期間末までの変動額合計 △69,701 △69,701

当第１四半期会計期間末残高 674,184 640,884 7,031,563 8,346,632

㈱ＪＩＥＣ（4291）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 8 －



6．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産の実績

　　　当第１四半期累計期間における生産の実績は以下のとおりであります。

（単位：千円）

シ ス テ ム 開 発 2,504,837 △29.2％ 

(注)１　金額には、消費税等は含まれておりません。
　　２　生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。

(2) 受注の実績

　　　当第１四半期累計期間における受注の実績は以下のとおりであります。

（単位：千円）

シ ス テ ム 開 発 2,636,625 △36.9％ 1,565,287 △35.3％ 

製 品 販 売 60,786 △66.9％ 132,186 △37.2％ 

2,697,411 △38.1％ 1,697,474 △35.5％ 

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売の実績

　　　当第１四半期累計期間における販売の実績は以下のとおりであります。

（単位：千円）

シ ス テ ム 開 発 2,421,658 △26.1％ 

製 品 販 売 93,021 59.5％ 

2,514,679 △24.6％ 

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

前年同期比
品　　　　　　目 生　　産　　高

前年同期比

品　　　　　　目

品　　　　　　目

合　　　　　計

販　　売　　高
前年同期比

合　　　　　計

受　注　高 受 注 残 高
前年同期比
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