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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 1,528 △19.8 △67 ― △64 ― △40 ―
21年3月期第1四半期 1,906 ― 20 ― 21 ― 7 ―

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 △20.07 ―
21年3月期第1四半期 3.68 ―

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 4,247 2,465 58.0 1,229.30
21年3月期 4,357 2,585 59.3 1,289.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,465百万円 21年3月期  2,585百万円

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 ― 40.00 40.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 42.00 42.00

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

3,919 △8.8 138 △41.7 138 △42.2 80 △42.2 39.92

通期 8,650 1.1 520 3.8 520 2.4 301 2.8 150.39

－ 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  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 2,005,400株 21年3月期  2,005,400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 2,005,400株 21年3月期第1四半期 2,005,400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。 
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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１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済危機対策により、一部業種での

需要増加が見られたものの、昨年の世界的金融市場の混乱の影響による世界同時不況、外需の一層

の下押し圧力、消費の足踏み、雇用の低迷、為替相場の変動による企業業績への影響は大きく、景

気は全般的に停滞いたしました。 

当業界におきましては、世界的な景気の低迷が、企業業績へも影響を及ぼしており、企業におい

ては引続き予算統制や設備投資への慎重な動きが見られ、ビジネス環境は厳しい状況で推移いたし

ました。 

このような状況下、受注体制強化と強みを活かした特化戦略による受注拡大を図るため、事業部

制を導入し、既存顧客とのリレーション強化や新規顧客を開拓するために、ベンダー各社とのアラ

イアンスによるソリューションビジネス展開を積極的に推し進めてまいりましたが、顧客企業にお

ける開発案件の開始時期見直しにより、予想以上に案件の立ち上がりが遅れたことや、開発規模の

縮小に伴い受注が減少したことによって減収となりました。利益面につきましては、他社との競争

力を高めるべく技術力の向上及び品質向上に向けた一層の取り組みの強化、生産性の向上並びに総

経費の一層の低減に努めてまいりましたが、減収に伴う固定費を補えず減益となりました。以上の

結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高15億28百万円（前年同期比19.8％減）、

経常損失64百万円、四半期純損失40百万円となりました。 

 

当第１四半期累計期間における事業別の業績は以下のとおりであります。なお、従来、「ソフト

ウェア開発事業」、「テクニカルサービス事業」、「ＩＴコンポーネント事業」の３事業に区分し

ておりましたが、ＩＴコンポーネント事業の事業内容は、テクニカルサービス事業に付帯して提供

できること及び当該事業の売上割合が低く、今後もこの傾向が予想されることから、これらの事業

を統合・名称変更し当第１四半期累計期間より「ソフトウェア開発事業」、「サービス事業」の２

事業に区分いたしました。このため、前年同期比較については、前年同四半期実績値を変更後の区

分に組み替えて行っております。 

(ソフトウェア開発事業) 

当社の主力事業でありますソフトウェア開発事業の売上高は14億60百万円（前年同期比19.2％

減）となりました。Ｗｅｂ関連をはじめとするソリューションは概ね順調に推移したものの、通信

ソフトウェアは、国内通信事業者の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）サービス向け開発需要や企業の

設備投資が低迷いたしました。また、制御ソフトウェアにおいては、デジタル情報機器等の低迷に

より、全体としては低調な推移となりました。 

(サービス事業) 

サービス事業の売上高は67百万円（前年同期比31.2%減）となりました。ネットワーク構築・保

守・運用サービスの伸び悩みや設備投資の冷え込みにより低調な推移となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて１億９百万円減少（2.5％減）

し42億47百万円となりました。その内訳は、流動資産が前事業年度末に比べて１億23百万円減少

（3.4％減）し34億77百万円となり、固定資産が前事業年度末に比べて13百万円増加（1.8％増）し

７億70百万円となったことによるものであります。 

流動資産の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少５億９百万円、現金及び預金の増加３億25百

万円、仕掛品の増加13百万円、繰延税金資産の増加46百万円によるものであります。 
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（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債総額は、前事業年度末に比べて10百万円増加（0.6％増）し

17億82百万円となりました。その内訳は、流動負債が前事業年度末に比べて６百万円減少（0.6％

減）し10億25百万円となり、固定負債が前事業年度末に比べて17百万円増加（2.3％増）し７億56百

万円となったことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて１億20百万円減少（4.7％減）

し24億65百万円となりました。主な要因は、四半期純損失40百万円の計上と、配当金の支払80百万

円によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会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、前事業年度

末に比べて３億25百万円増加（23.1％増）し17億39百万円となりました。 

営業活動により獲得した資金は、４億６百万円（前年同期比8.5％増）となりました。これは主に、

税引前四半期純損失が64百万円、売上債権の減少５億９百万円、賞与引当金の減少２億95百万円、

仕入債務の減少98百万円、法人税等の支払額１億14百万円によるものであります。 

財務活動により支出した資金は、80百万円（前年同期比11.2％増）となりました。これは、配当

金の支払によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、平成21年５月12日発表の業

績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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たな卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、合理的な方法により算

定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す

る方法によっております。 

 

(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 

  受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準の変更 

  受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用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１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した受注制作ソフト

ウェア開発契約のうち、当社の定めた基準に該当し、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

ては工事完成基準を適用しております。 

  なお、この変更に伴う当第１四半期会計期間の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 1,739,146 1,413,284

受取手形及び売掛金 1,244,993 1,754,149

商品 － 5

仕掛品 168,566 155,373

その他 324,842 278,080

貸倒引当金 △186 △264

流動資産合計 3,477,361 3,600,628

固定資産   

有形固定資産 265,556 268,020

無形固定資産 61,320 51,528

投資その他の資産 443,216 437,179

固定資産合計 770,092 756,728

資産合計 4,247,454 4,357,357

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,947 172,281

未払費用 571,478 145,312

賞与引当金 135,724 431,500

役員賞与引当金 1,548 20,398

その他 243,186 262,881

流動負債合計 1,025,885 1,032,373

固定負債   

退職給付引当金 740,752 718,831

役員退職慰労引当金 15,571 20,442

固定負債合計 756,323 739,273

負債合計 1,782,209 1,771,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,562 399,562

資本剰余金 307,562 307,562

利益剰余金 1,758,120 1,878,585

株主資本合計 2,465,245 2,585,710

純資産合計 2,465,245 2,585,710

負債純資産合計 4,247,454 4,357,357
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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 1,906,560 1,528,198

売上原価 1,588,419 1,336,058

売上総利益 318,140 192,140

販売費及び一般管理費 297,385 259,396

営業利益又は営業損失（△） 20,755 △67,256

営業外収益   

受取利息 653 1,988

その他 73 565

営業外収益合計 726 2,553

営業外費用   

為替差損 210 －

営業外費用合計 210 －

経常利益又は経常損失（△） 21,272 △64,702

特別利益   

貸倒引当金戻入額 101 78

特別利益合計 101 78

特別損失   

固定資産除却損 － 151

特別損失合計 － 151

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 21,373 △64,776

法人税、住民税及び事業税 107,596 30,856

法人税等調整額 △93,611 △55,384

法人税等合計 13,984 △24,527

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,388 △40,248
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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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

21,373 △64,776

減価償却費 4,756 5,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 △78

賞与引当金の増減額（△は減少） △224,389 △295,775

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,642 △18,849

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,977 21,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 968 △4,870

受取利息 △653 △1,988

有形固定資産除却損 － 151

売上債権の増減額（△は増加） 562,385 509,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,356 △13,187

仕入債務の増減額（△は減少） △78,470 △98,333

その他 390,227 480,120

小計 492,074 519,030

利息の受取額 653 1,988

法人税等の支払額 △118,222 △114,571

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,505 406,447

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 △450 △370

短期貸付金の増減額（△は増加） △119 50

その他 △292 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △861 △330

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △72,194 △80,254

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,194 △80,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,450 325,861

現金及び現金同等物の期首残高 1,092,219 1,413,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,393,670 1,739,146
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

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） 

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 

 

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） 

該当事項はありません。 
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