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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 1,261 △10.4 51 △61.0 66 △55.5 21 △68.5

21年3月期第1四半期 1,407 ― 133 ― 149 ― 69 ―

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 3.19 ―

21年3月期第1四半期 9.47 ―

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 12,968 10,581 80.9 1,530.34
21年3月期 13,453 10,770 79.4 1,557.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,491百万円 21年3月期  10,680百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

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

3,050 4.4 470 19.2 500 16.8 297 21.1 43.41

通期 6,500 3.7 1,141 2.1 1,200 1.6 714 4.9 104.15



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  無  

(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 

平成21年5月13日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、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
今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 7,700,000株 21年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  844,647株 21年3月期  844,647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 6,855,353株 21年3月期第1四半期 7,348,555株



  

 当第1四半期における我が国経済は、昨年よりの「百年に一度」とも言われる最悪の経済状況が続いており、大企

業の一部には改善の兆しがあるものの、中小企業では引き続き厳しい状況となっております。 

 情報サービス産業を取り巻く環境も、中小企業によるIT投資が縮小傾向にある等、逆風下で厳しさを増しておりま

す。 

 当社の状況につきましては、経済環境の悪化の中で製品売上を中心に前年同期比で落ち込みがみられ、前期にサー

ビスを開始した「SaaS（サース＝サービス型ソフトウェア）」が伸びつつあるものの、総じて低調な状況で推移いた

しました。  

 この結果、当第1四半期の連結経営成績につきましては、売上高1,261百万円（前年同期比10.4％減）、営業利益51

百万円（前年同期比61.0％減）、経常利益66百万円（前年同期比55.5％減）、四半期純利益21百万円（前年同期比

68.5％減）となりました。 

  

  

  

 当第１四半期における財政状態（連結）の変動状況におきましては、当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼ

すような事象等の特段の記載を要するものはございません。 

 総資産は、法人税等の支払などにより、前連結会計年度末に比べ484百万円の減少となりました。 

 純資産は、剰余金の配当等により、（同）188百万円の減少となりました。 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期末の連結キャッシュ・フローの状況におきましては、前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等物が

208百万円減少し、1,451百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、堅調に業績は推移しましたが、前期分の法人税等の支払などにより、93百

万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出など、87百万円の支出となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、27百万円の支出となりました。 

  

  

 平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,520 5,135

受取手形及び売掛金 604 895

有価証券 20 20

たな卸資産 12 7

繰延税金資産 479 559

その他 67 43

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 7,701 6,658

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,507 1,521

土地 2,794 2,794

その他（純額） 58 70

有形固定資産合計 4,359 4,386

無形固定資産   

のれん 142 150

その他 118 151

無形固定資産合計 261 301

投資その他の資産   

長期預金 － 1,500

その他 649 610

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 646 2,107

固定資産合計 5,267 6,795

資産合計 12,968 13,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68 111

前受収益 1,145 1,187

未払法人税等 10 253

賞与引当金 35 141

役員賞与引当金 3 19

その他 469 321

流動負債合計 1,733 2,036

固定負債   

長期前受収益 62 65

長期未払金 118 118

退職給付引当金 324 317

役員退職慰労引当金 147 144

固定負債合計 653 647

負債合計 2,387 2,683



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 890 890

資本剰余金 1,919 1,919

利益剰余金 8,745 8,928

自己株式 △1,035 △1,035

株主資本合計 10,519 10,703

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28 △22

少数株主持分 90 89

純資産合計 10,581 10,770

負債純資産合計 12,968 13,453



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 1,407 1,261

売上原価 437 447

売上総利益 970 814

販売費及び一般管理費 837 762

営業利益 133 51

営業外収益   

受取利息及び配当金 11 8

その他 5 6

営業外収益合計 16 14

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 149 66

税金等調整前四半期純利益 149 66

法人税、住民税及び事業税 4 9

法人税等調整額 75 34

法人税等合計 79 43

少数株主利益 － 0

四半期純利益 69 21



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 149 66

減価償却費 25 31

無形固定資産償却費 17 32

のれん償却額 － 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △98 △106

売上債権の増減額（△は増加） 202 291

仕入債務の増減額（△は減少） △10 △43

前受収益の増減額（△は減少） △75 △41

その他 △65 △89

小計 146 148

利息及び配当金の受取額 15 11

法人税等の支払額 △179 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー △17 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,500 △1,093

定期預金の払戻による収入 － 1,000

有形固定資産の取得による支出 △72 －

無形固定資産の取得による支出 △9 △0

その他 4 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,578 △87

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 △0 －

配当金の支払額 △27 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △28 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,623 △208

現金及び現金同等物の期首残高 4,560 1,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,936 1,451



 該当事項はありません。 

  

 当連結グループは、業務用ソフトウェアの製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、

該当事項はありません。 

  

  

 当連結グループは、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、該当事項は

ありません。  

  

   

 当連結グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

（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



  

 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 （注）１．生産金額は、販売価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注の状況 

 当社は受注生産を行っておりません。 

(3）販売実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

区分 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

ソフトウェア（百万円）  310

区分 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

ソフトウェア（百万円）  310

商品（百万円）  139

保守料（百万円）  615

導入指導料他 （百万円）  197

合計（百万円）  1,261
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