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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 8,947 △25.7 △855 ― △499 ― △788 ―
21年3月期第1四半期 12,046 ― 286 ― 995 ― 568 ―

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 △24.16 ―
21年3月期第1四半期 17.43 ―

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 42,195 20,766 47.4 612.50
21年3月期 44,309 20,554 44.0 597.01

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  19,986百万円 21年3月期  19,481百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

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

22,000 △6.4 100 △82.5 800 △55.6 100 141.1 3.06

通期 47,000 △2.7 1,200 0.2 2,600 △25.1 1,200 ― 36.77
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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、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) 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、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。 

(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、本資料の発表日において入手可能な情報およ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って異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 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 32,789,400株 21年3月期 32,789,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 158,053株 21年3月期 158,003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 32,631,364株 21年3月期第1四半期 32,631,916株
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当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の急速な落ち込みから輸出の減少、企業収益と金融環境の悪化に

よる設備投資の低下や、雇用情勢の厳しい状況が継続しており回復傾向に転ずるまでにはまだ時間を要すると思われ

ます。 

このような環境の中、情報サービス業界でのＩＴ投資先送りに伴う需要の減少傾向が継続し、特に主力のソフト

ウェア開発・プログラム作成での金融業向け受注ソフトウェアおよびソフトウェアプロダクトの減少のほか、データ

ベースサービス、システム管理運営受託等も減少傾向が続きました。この中において、計算事務等情報処理は株式市

場の市況持直し気配、取引量の増加から、微増となりました。 

証券業界におきましては、平成21年1月に証券決済制度改革の集大成というべき「株券の電子化」が施行され、証

券決済における事務がアナログからデジタルへと変革したことから、証券会社・金融機関の事務フロー等が大きく変

化してきました。 

 このような状況のもと、当社グループは統合の着実な成果として、新世代証券総合システムサービス事業を推進す

るべく子会社の㈱ＪＢＩＳに、平成21年４月１日より日本電子計算㈱の証券業務向けシステムサービスの一部と日本

証券代行㈱の事務サービスの一部を承継させ、サービスの一元的受託体制へ移行いたしました。システム面では平成

21年５月連休明けより、新世代証券総合システムSIGMA21－Ｘ（呼称はシグマエックス）の提供を順次開始いたしま

した。 

 また、制度改革としての「株券電子化」後の大きな環境変化に対応するために事務・ビジネスサービスの再編を行

い、子会社である日本証券代行㈱の金融商品取引業務と非金融商品取引業務を分離し、日本証券代行㈱は金融商品取

引業務に純化させ専門性の追求とサービス水準の向上を行うとともに、資本の効率化を図りました。一方、非金融商

品取引業務については、金融・証券分野で培ったノウハウを活用し事務サービスを他の事業分野に拡大することを狙

って、日本証券代行㈱の子会社であった日本証券共同事務センター㈱を当社の100％子会社とするとともに、社名を

㈱ＪＢＩＳビジネスサービスに変更し、同社に非金融商品取引業務を集中・移管することにより、当社グループのビ

ジネスサービス機能の拡充を図ることといたしました。 

 一方で、グループ内の選択と集中（事業統合）として、ファシリティの統合の推進および本社機能の統合によるビ

ル移転を進めグループ全体としての効率化を進めました。 

  

以上の結果、当第１四半期における売上高は8,947百万円（前年同期比25.7％減）、営業損失は855百万円（前年

同期は営業利益286百万円）、経常損失は499百万円（前年同期は経常利益995百万円）、四半期純損失は788百万円

（前年同期は四半期純利益568百万円）の減収減益となりました。 

    

なお、各セグメント別売上状況は次のとおりです。 

（１）情報サービス事業 

証券分野では約定処理件数の減少、金融分野での大型案件提案による活発な受注活動を行うものの案件先送り等

により売上は大きく減少し、産業分野もソフトウェアプロダクト販売の落ち込みなどにより減少いたしました。公共

分野ではNewLifeからの新システムWizLIFEへの切り替えおよび新規顧客獲得により売上は増加いたしましたが、全体

的な落ち込みを埋め合わせることができず、情報サービス事業は4,283百万円（前年同期比22.2％減）となり、ソフ

トウェア開発事業は3,078百万円（前年同期比17.5％減）となりました。システム販売事業は付加価値のある案件の

選別受注により売上高は345百万円（前年同期比32.1％減）となりました。 

（２）証券事務管理・代行事業 

 株券電子化後の基幹業務として注力する「ＢＰＯ業務」「口座管理機関業務」「証券代行業務」を中心とした営業

と、当社グループの顧客基盤への業務の深耕や事務・ＩＴ一体のサービス提供等の営業を進めましたが、株券電子化

実施による株券等現物に係る事務や周辺業務の減少から、証券事務管理事業は862百万円（前年同期比44.8％減）、

証券代行事業は377百万円（前年同期比49.0％減）となりました。 

  

  

 当第１四半期末における総資産は42,195百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,114百万円減少いたしまし

た。資産の部では、流動資産は19,185百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,482百万円減少いたしました。

これは主に受取手形及び売掛金3,856百万円の減少等であります。 

 また、固定資産は23,010百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,368百万円増加いたしました。これは主に

投資有価証券1,554百万円の増加であります。 

 負債の部では、流動負債は8,447百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,774百万円減少いたしました。これ

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
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は主に支払手形及び買掛金850百万円の減少等であります。 

 また、固定負債は12,974百万円となり、前連結会計年度末と比較して548百万円減少いたしました。これは主に長

期借入金615百万円の減少等であります。  

 純資産の部では、その他有価証券評価差額金の増加により純資産合計は20,766百万円となり、前連結会計年度末と

比較して211百万円増加いたしました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の44.0%から47.4%となり3.4ポイント改善いたしました。 

 (連結キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動の結果得られた資金は1,003百万円となりました。これは主に売上債権の減少3,856百万円によるものであ

ります。 

 投資活動の結果使用した資金は1,091百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出620百万円に

よるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は906百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出640百万円による

ものであります。 

 これらの結果、当第１四半期末残高の現金及び現金同等物は8,234百万円となりました。 

  

  

  業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 （注）業績予想につきましては、発表日現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。また、実

際の業績は、さまざまな要因により本業績とは異なる結果となり得ることがあります。  

  

  

 該当事項はありません。   

  

①簡便な会計処理  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前四半期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

  

 会計処理基準に関する事項の変更  

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、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ソフトウェア開発契約から、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契約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

の他の契約については完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は219百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ25百

万円減少しております。 

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
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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：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 8,183 9,178

受取手形及び売掛金 5,329 9,186

有価証券 300 50

商品及び製品 254 183

仕掛品 2,024 1,391

原材料及び貯蔵品 127 124

繰延税金資産 689 651

その他 2,286 1,922

貸倒引当金 △11 △19

流動資産合計 19,185 22,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,979 1,485

機械装置及び運搬具（純額） 30 33

工具、器具及び備品（純額） 483 457

土地 383 383

建設仮勘定 － 246

その他（純額） 380 332

有形固定資産合計 3,256 2,937

無形固定資産   

ソフトウエア 3,560 3,168

ソフトウエア仮勘定 238 729

その他 105 105

無形固定資産合計 3,904 4,003

投資その他の資産   

投資有価証券 11,392 9,838

差入保証金 2,389 2,644

繰延税金資産 1,710 1,731

その他 453 571

貸倒引当金 △98 △85

投資その他の資産合計 15,848 14,700

固定資産合計 23,010 21,641

資産合計 42,195 44,309
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,830 2,681

短期借入金 1,395 1,419

未払法人税等 107 274

引当金 417 999

その他 4,696 4,847

流動負債合計 8,447 10,222

固定負債   

長期借入金 3,036 3,651

繰延税金負債 1,507 1,113

退職給付引当金 4,408 4,382

役員退職慰労引当金 200 226

負ののれん 3,106 3,450

その他 715 697

固定負債合計 12,974 13,522

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 6 10

特別法上の準備金合計 6 10

負債合計 21,429 23,755

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 12,213 12,213

利益剰余金 4,161 5,178

自己株式 △112 △112

株主資本合計 19,262 20,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 724 △798

評価・換算差額等合計 724 △798

新株予約権 － 3

少数株主持分 779 1,070

純資産合計 20,766 20,554

負債純資産合計 42,195 44,309
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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：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 12,046 8,947

売上原価 8,584 7,599

売上総利益 3,461 1,348

販売費及び一般管理費 3,175 2,204

営業利益又は営業損失（△） 286 △855

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 168 49

負ののれん償却額 418 345

持分法による投資利益 117 －

その他 30 30

営業外収益合計 743 429

営業外費用   

支払利息 34 26

持分法による投資損失 － 41

その他 0 6

営業外費用合計 34 74

経常利益又は経常損失（△） 995 △499

特別利益   

持分変動利益 － 7

貸倒引当金戻入額 16 －

役員賞与引当金戻入額 － 6

その他 0 11

特別利益合計 16 25

特別損失   

固定資産処分損 4 1

システム移行費用 129 －

投資有価証券評価損 － 90

本社移転費用 － 178

その他 20 0

特別損失合計 154 270

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

857 △744

法人税等 292 44

少数株主損失（△） △3 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 568 △788
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（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

857 △744

減価償却費 680 603

負ののれん償却額 △418 △345

売上債権の増減額（△は増加） 4,170 3,856

たな卸資産の増減額（△は増加） 254 △707

仕入債務の増減額（△は減少） △837 △850

販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 △137 △41

賞与引当金の増減額（△は減少） △520 △492

その他 △226 △7

小計 3,824 1,271

利息及び配当金の受取額 181 58

利息の支払額 △54 △46

法人税等の支払額 △2,708 △279

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,243 1,003

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,200 －

有形固定資産の取得による支出 － △620

ソフトウエアの取得による支出 △177 △390

その他 △97 △79

投資活動によるキャッシュ・フロー 924 △1,091

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △884 △640

配当金の支払額 △228 △228

その他 △12 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,125 △906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,042 △994

現金及び現金同等物の期首残高 10,491 9,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,534 8,234

株式会社ＪＢＩＳホールディングス（3820）平成22年3月期　第１四半期決算短信

-8-



 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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