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

22年3月期第1四半期 1,852 △18.0 202 3.0 196 3.0 118 7.4
21年3月期第1四半期 2,259 ― 196 ― 190 ― 110 ―

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 4.32 4.31
21年3月期第1四半期 3.98 3.91

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 10,766 7,609 70.5 274.31
21年3月期 11,809 7,615 64.3 276.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,595百万円 21年3月期  7,598百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  
 

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

5,050 0.4 500 14.2 500 13.1 260 1.0 9.45

通期 12,000 0.8 1,650 1.4 1,650 6.4 910 0.8 33.06
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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、５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、５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 

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 29,430,000株 21年3月期  29,430,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,739,400株 21年3月期  1,960,300株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 27,522,925株 21年3月期第1四半期 27,789,975株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界の金融資本市場危機を契機とした世界経済の減速が実体経

済に波及し、輸出産業をはじめ企業収益は大幅に悪化いたしました。雇用不安や所得の減少から、個人消費も依然と

して厳しく、先行きは不透明な状況となっております。  

 当社グループの属する情報サービス業界におきましても、設備投資の抑制や先送りをする企業があるなど、景況感

悪化の影響が出ております。 

 このような環境下、改正貸金業法施行に基づく金融業界の総量規制対応が業界全体で遅れていることからシステム

投資がずれ込み、当社グループでは前年同期比で受注および売上が減少いたしました。しかしながら、当第１四半期

連結累計期間においては、売上総利益率の更なる改善を進め、また、販売費及び一般管理費などコスト削減にも努力

し、営業利益、経常利益及び四半期純利益は増益を維持することができました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は１,８５２百万円（前年同期比８２.０％)、営業利益は２０２

百万円（前年同期比１０３.０％)、経常利益は１９６百万円（前年同期比１０３.０％）、四半期純利益は１１８百

万円（前年同期比１０７.４％）となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における当社グループのサービス部門ごとの業績は、次のとおりです。   

  

（システムソリューション）  

 ファイナンシャルソリューションにつきましては、銀行における基幹システムの共同化、貸金業における改正貸

金業法など環境が著しく変化する中で、その施行および業界対応に一部遅れがあるものの、それらに対応するシス

テム投資意欲は引き続き旺盛に推移しております。受注につきましては、前期より開発を行っていたＷｅｂ個人信

用情報照会システム「ＭＩＣＳ（ミックス）２.０」のパッケージリリースが完了し、総量規制に伴う個人信用情

報照会センターの変更対応を既存顧客より受注・納入いたしました。また、主力商品である債権管理システムで

も、地方銀行を中心とする金融機関向け「総合債権管理システム」や「融資支援システム」が新規及び既存顧客の

業務拡大に伴う拡張で順調に推移しております。更に、債権管理システムユーザーより、個人向けテレマーケティ

ングシステムやビジネスローンセンター向けシステムを新規に受注するなど、既存ユーザーにおける、他業務への

営業展開が順調に進み、新規の受注が見込まれております。 

 ＣＴＩ(コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション)システムにつきましては、通話録音システム「Ｎｉ

ｃｅＰｅｒｆｏｒｍ（ナイスパフォーム）」の会話分析機能（感情分析、語句検知）を大手外資系金融機関に納入

し、更に国内金融機関へのセールスを展開しており、コールセンターの統合や拠点拡大に伴う増設案件が増加して

おります。 

 映像分析によるセキュリティシステム「ＮｉｃｅＶｉｓｉｏｎ（ナイスビジョン）」につきましては、新たに大

学のキャンパス向けにセールスを開始し、複数の大学において導入に向けた検討が行われております。 

 eコマースシステムにつきましては、ＥＣサイト構築パッケージ「ＩＴＦＯＲeＣ（アイティフォレック）」にモ

バイル機能強化とリコメンドエンジンなど、新機能の追加を行っており、アパレル、百貨店、通販の各業界を中心

にセールスを展開いたしました。特に複数ショップ対応、高レスポンスが高い評価を得ており、今後の受注拡大を

見込んでおります。  

 流通システムにつきましては、前期に都内大手百貨店に納入した商品管理システムの機能強化版を追加納入し、

仕入先との情報共有を実現するＥＤＩ（イーディーアイ）システムが本格稼動いたしました。更に「ＩＴＦＯＲe

Ｃ」のギフトシステムとの連携を可能とする「ギフト基幹システム」を中京地区の老舗地方百貨店に納入し、中元

商戦から稼動を開始いたしました。   

 以上の結果、システムソリューションの受注は１,１６１百万円（前年同期比７６.７％）、売上は１,２３５百

万円（前年同期比７８．８％）となりました。 

  

（ネットワークソリューション） 

 ネットワークソリューションにつきましては、内部統制システムへの対応が進み、ネットワークシステム基盤や

セキュリティ基盤案件が増加傾向にありましたが、前期に受注した大型案件の売上の一部が第２四半期連結会計期

間の予定となっていることもあり、受注は堅調に推移したものの、売上は前年同期を下回りました。 

 以上の結果、受注は２０２百万円（前年同期比１０１.６％）、売上は１３２百万円（前年同期比８９.３％）と

なりました。   

  

（カスタマーサービス） 

 カスタマーサービスにつきましては、前期までカスタマーサービス部門で計上していたＩＴ基盤構築サービスの

受注・売上をシステムソリューション部門およびネットワークソリューション部門に移管したことなどにより、受

注は４５３百万円（前年同期比７２.８％）、売上は４８４百万円（前年同期比８９.５％）となりました。前年同

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
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期におけるＩＴ基盤構築サービスに関する受注は６９百万円、売上は４６百万円でしたので、これを調整した場合

には、受注は前年同期比８２.０％、売上は前年同期比９７.８％となります。特にストックビジネスである保守サ

ービスについては、前年同期と比べ増収となっており引き続き堅調に推移しております。  

  

(資産、負債、純資産の状況)  

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は１０,７６６百万円となり、前期末と比べて１,０４３百万円の減少となり

ました。この主な要因は、仕入債務の支払い、法人税等の税金の支払いなどにより流動資産が減少したことによるも

のです。  

 負債は３,１５６百万円となり、前期末と比べて１,０３７百万円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務

の支払いや法人税等の税金の支払いにより、流動負債が減少したことによるものです。 

 純資産は７,６０９百万円となり、前期末に比べて５百万円の減少となりました。この主な要因は、四半期純利益

が黒字だったこと及び株式市況の回復にともなう有価証券評価差額の改善などによる利益剰余金の増加がありました

が、それを上回る配当の支払いを行ったことによるものです。 

 なお、自己資本比率は、７０.５％となっており、引き続き健全な財政状態を保っております。  

  

(キャッシュ・フローの状況)  

 当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は４,４７２百万円となり、前

連結会計年度末と比べ４１８百万円の増加となりました。当第１四半期連結累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以下のとおりです。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動から得られた資金は８０６百万円（前年同期比８２.６％）となりました。主な増加要因は売上債権の減

少１,７１４百万円、税金等調整前四半期純利益１９６百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払い５６１百万

円、仕入債務の減少５３６百万円です。前年同期と比べ得られた資金が減少した主な要因は、仕入債務の減少額が２

７５百万円上回ったこと、たな卸資産の増加額が１１７百万円上回ったことなどです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により使用した資金は１８１百万円（前年同期比１,６１５.３％）となりました。主な増加要因は有価証

券売却による収入１９９百万円であり、主な減少要因は有価証券の取得による支出１９９百万円、無形固定資産の取

得による支出１６６百万円です。前年同期と比べ使用した資金が増えた主な要因は、無形固定資産の取得による支出

が１５７百万円上回ったためです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動により使用した資金は２０６百万円（前年同期比６９.８％）となりました。主な増加要因は自己株式の

処分による収入１４２百万円であり、主な減少要因は配当金の支払い２７５百万円、自己株式の取得による支出７３

百万円であります。前年同期と比べ使用した資金が増えた主な要因は、自己株式の取引の結果、前年同期は３０百万

円の資金の減少であったのに対し、当第１四半期連結累計期間は６８百万円の資金を獲得したためです。  

  

 今後の景気動向につきましては、一部には改善の兆しが出ているものの、設備や雇用の過剰感は依然として強く、

引続き厳しい経営環境が続くことが予想されます。 

 このような状況下ではありますが、当社主力の金融機関向けのファイナンシャルソリューションシステムでは、改

正貸金業法に対応するシステム投資など特殊要因もあり、顧客の設備投資意欲は底堅く推移するものと見込んでおり

ます。当第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、2009年５月１日に公表いたしました業績予想に変

更はございません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当する事項はありません。   

  

１．簡便な会計処理  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

経営環境の著しい変化が生じておらず、一時差異の発生状況について前連結会計年度から大幅な変動がないた

め、前連結会計年度末の検討において使用した業績予想やタックスプランニングを利用しております。  

２．四半期財務諸表の作成に特有な会計処理  

税金費用の計算  

税金費用については、当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

の実効税率を見積り、税引前四半期純利益に当期見積実効税率を乗じて計算しております。  

  

会計処理基準に関する事項の変更  

システム開発の請負に係る収益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、「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１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連

結会計期間に着手した請負契約から、当第１四半期連結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

られる請負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、その他の請負については検収基

準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては、該当する請負契約が無かったため、これによる影響はありませ

ん。  

  

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
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(2009年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,324,533 1,908,004

受取手形及び売掛金 1,248,106 2,962,936

有価証券 2,947,264 2,944,878

たな卸資産 513,350 374,713

その他 498,743 466,653

貸倒引当金 △331 △405

流動資産合計 7,531,667 8,656,781

固定資産   

有形固定資産 882,743 884,336

無形固定資産 728,160 697,216

投資その他の資産   

その他 1,624,671 1,571,823

貸倒引当金 △495 △285

投資その他の資産 1,624,175 1,571,538

固定資産合計 3,235,079 3,153,090

資産合計 10,766,746 11,809,871

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,276,530 1,819,090

未払法人税等 84,969 575,214

賞与引当金 126,050 416,700

その他 1,124,292 802,066

流動負債合計 2,611,842 3,613,071

固定負債   

退職給付引当金 279,245 277,301

役員退職慰労引当金 12,626 12,050

その他 253,263 292,169

固定負債合計 545,135 581,520

負債合計 3,156,978 4,194,591
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(2009年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,124,669 1,124,669

資本剰余金 1,221,189 1,221,189

利益剰余金 6,011,178 6,189,955

自己株式 △708,382 △800,186

株主資本合計 7,648,653 7,735,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,909 △138,830

繰延ヘッジ損益 △40 1,702

評価・換算差額等合計 △52,950 △137,127

少数株主持分 14,065 16,780

純資産合計 7,609,768 7,615,279

負債純資産合計 10,766,746 11,809,871
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年６月30日) 

売上高 2,259,109 1,852,806

売上原価 1,327,327 1,042,370

売上総利益 931,782 810,435

販売費及び一般管理費 735,262 607,973

営業利益 196,519 202,462

営業外収益   

受取利息 5,937 5,095

受取配当金 5,831 5,871

契約中途解除益 － 16,999

持分法による投資利益 1,473 18,619

その他 5,827 2,903

営業外収益合計 19,070 49,489

営業外費用   

支払利息 12 33

投資有価証券評価損 22,941 51,762

その他 1,794 3,618

営業外費用合計 24,748 55,414

経常利益 190,841 196,537

税金等調整前四半期純利益 190,841 196,537

法人税等 80,263 80,439

少数株主損失（△） △64 △2,715

四半期純利益 110,642 118,813
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年６月30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 190,841 196,537

減価償却費 62,580 80,884

賞与引当金の増減額（△は減少） △281,650 △290,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,041 1,944

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,245 576

長期未払金の増減額（△は減少） － △38,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55 135

受取利息及び受取配当金 △11,769 △10,966

支払利息 12 33

為替差損益（△は益） △1 －

持分法による投資損益（△は益） △1,473 △18,619

投資有価証券評価損益（△は益） 22,941 51,762

固定資産除却損 96 710

契約中途解除損益（△は益） － △16,999

売上債権の増減額（△は増加） 1,290,179 1,714,620

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,856 △138,637

仕入債務の増減額（△は減少） △260,961 △536,611

その他 457,808 361,752

小計 1,418,598 1,357,852

利息及び配当金の受取額 11,777 10,468

利息の支払額 △12 △33

法人税等の支払額 △454,532 △561,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 975,831 806,472

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 △1,197,687 △199,742

有価証券の売却による収入 1,297,477 199,492

有形固定資産の取得による支出 △17,768 △14,880

無形固定資産の取得による支出 △9,148 △166,296

投資有価証券の取得による支出 △103,079 －

その他 18,974 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,232 △181,438

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △30,789 △73,946

自己株式の処分による収入 － 142,857

配当金の支払額 △264,292 △275,096

リース債務の返済による支出 － △273

その他 △501 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,582 △206,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 －
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 669,018 418,574

現金及び現金同等物の期首残高 3,491,756 4,053,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,160,774 4,472,209
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 該当する事項はありません。 

  

 当社グループは、システムインテグレーターとして、同一セグメントに属するソフトウェアの開発、コンピュ

ータ及び関連商品のコンサルティングから保守・運用管理に至る事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。  

  

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当する事項はありません。  

  

   

海外売上高は、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。  

  

   

 該当する事項はありません。 

   

該当する事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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