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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 1,727 △5.0 △227 ― △205 ― △129 ―

21年3月期第1四半期 1,818 ― △71 ― △50 ― △71 ―

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 △36.93 ―

21年3月期第1四半期 △20.51 ―

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 9,313 7,281 77.6 2,066.37
21年3月期 9,410 7,438 78.4 2,108.95

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,230百万円 21年3月期  7,379百万円

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 ― 12.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

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

4,400 △1.0 50 4.2 92 12.2 49 69.0 14.00

通期 9,500 0.7 116 △33.3 192 △25.9 100 △16.7 28.58
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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6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7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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な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、実際の業績等は今後様々な要因によって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利用にあたっ
ての注意事項等については、6ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 3,510,000株 21年3月期  3,510,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,960株 21年3月期  10,960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 3,499,040株 21年3月期第1四半期 3,501,140株
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 (参考） 

 平成22年３月期の個別業績予想（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）個別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  4,200  △0.5 50 25.0 93 22.4 51   75.9 14 58

通期  9,000  0.3 100 △36.7 177 △28.0 97  △8.5 27 72
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(1) 当第１四半期連結会計期間の概況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年度から続く経済活動の低下、雇用調整が長期化して

いる中、製造業で在庫調整が進み生産活動が持ち直したこと、公共投資の増加などで一部には下げ止まりとの観

測もありますが、依然厳しい状況が続いております。情報サービス産業界におきましても、設備投資・システム

開発予算は前年度に比べ大幅に縮小され非常に厳しい経営環境となっております。 

このような状況下、当社におきましても製造業をはじめとする民間企業への販売が減少しましたが、自治

体、ガス事業者への堅調な販売により、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,727百万円となり、前年

同期の売上高1,818百万円に比べ若干の減少（前年同期比△91百万円、△5.0％）となりました。 

一方、材料仕入れ及び外注費用が減少いたしましたが、人員増による固定給の増加及び退職給付費用の増加

により人件費が増加したほか、施策経費が増加したため、当第１四半期連結会計期間における営業利益は△227

百万円（前年同期比△156百万円）となりました。 

また、営業外損益および特別損益は前年同期とほぼ同額となり、営業利益の減少に伴い、当第１四半期連結

会計期間における経常利益は△205百万円（前年同期比△155百万円）、四半期純利益は△129百万円（前年同期

比△57百万円）となりました。 

  

(2) 事業部別の状況 

当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメントに代え事業部別の状

況を記載いたします。 

（公共事業部） 

公共事業部は地方自治体向けに住民情報、内部情報、戸籍情報等のパッケージシステムの開発・販売、自治体

業務の受託処理サービスの提供、サーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供

を主体とした事業を展開しております。当第１四半期連結会計期間におきましては、パッケージシステム販売が

既存顧客のリプレース商談の端境期にあるため低調でしたが、受託処理サービス及び運用支援サービスが堅調に

推移しました。その結果、売上高は703百万円（前年同期比＋24百万円、＋3.6％）となりました。 

（水道事業部） 

水道事業部は水道事業者向けに料金計算、財務会計、工事等のパッケージシステムの開発・販売、サーバー、

パソコン、ネットワーク機器等の販売、運用支援サービスの提供及び検針・集金業務請負（アウトソーシング）

を主体とした事業を展開しております。当第１四半期連結会計期間におきましては、運用支援サービス及び業務

請負が堅調に推移いたしましたが、パッケージシステム販売が減少しました。その結果、売上高は272百万円

（前年同期比△13百万円、△4.8％）となりました。 

（文教事業部） 

文教事業部は学校・図書館向けにサーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売、図書館システムや校務シ

ステムなどのパッケージシステム販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第

１四半期連結会計期間におきましては、小中学校のリプレース商談が端境期にあり売上高は前年に比べ低調でし

た。その結果、売上高は33百万円（前年同期比△14百万円、△29.6％）となりました。 

（ガス事業部） 

ガス事業部は都市ガス事業者向けに料金計算、工事積算等のパッケージシステムの開発・販売、サーバー、パ

ソコン、ネットワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第１

四半期連結会計期間におきましては、新規顧客の獲得、既存顧客のリプレースによりパッケージシステム販売が

順調に推移し、運用支援サービスも堅調に推移いたしました。その結果、売上高は151百万円（前年同期比＋27

百万円、＋22.0％）となりました。 

【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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（製造事業部） 

製造事業部は親会社である㈱ミツバをはじめ製造業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネットワ

ーク機器等の販売、ＣＡＤの販売・教育サービスの提供、ＥＲＰコンサルサービスの提供、印刷業向けパッケー

ジシステムの開発・販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第１四半期連結

会計期間におきましては、親会社である㈱ミツバ向け売上が減少いたしました。その結果、売上高は313百万円

（前年同期比△61百万円、△16.5％）となりました。 

（流通事業部） 

流通事業部はスーパー、量販店、製造卸などの流通業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネット

ワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当第１四半期連結会計

期間におきましては、サーバー、パソコン、ネットワーク機器等の売上が減少いたしました。その結果、売上高

は90百万円（前年同期比△41百万円、△31.4％）となりました。 

（医療事業部） 

医療事業部は調剤薬局向けパッケージシステムの開発・販売、院内薬局向けパッケージシステムの開発・販

売、病院向けパッケージシステムの仕入販売及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しておりま

す。当第１四半期連結会計期間におきましては、調剤薬局向けパッケージシステムの売上が減少いたしました。

その結果、売上高は68百万円（前年同期比△12百万円、△15.1％）となりました。 

（その他の事業） 

その他、当社グループでは連結子会社にてサポートデスクサービス・業務アウトソーシングサービスを提供し

ており、当第１四半期連結会計期間の売上高は92百万円で前年同期とほぼ同額となりました。 

また、新規事業として組込み事業、金融、デジタルエンジニアリング事業の立ち上げを図ってまいりました

が、前述のとおり、急激な環境変化により当面の市場参入は困難となっており、コア人材育成のための先行投資

の段階のため、現状では収益貢献に至っておりません。 

  

(1) 財政状態に関する分析 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は5,036百万円となり、前連結会計年度末に比べ932百万

円の減少となりました。これは主に、売掛金の回収により得た資金を無形固定資産の開発投資に充てた事等によ

るものであります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,277百万円となり、前連結会計年度末に比べ835百万

円の増加となりました。これは主に、超次世代電子行政システムへの開発投資により無形固定資産が増加した事

等によるものであります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万

円の増加となりました。これは主に、未払金は減少しましたが、賞与引当金が増加した事等によるものでありま

す。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は538百万円となり、前連結会計年度末に比べ16百万円

の増加となりました。これは主に、リース債務が増加した事等によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は7,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円

の減少となりました。これは主に、四半期純利益が△129百万円となったこと等により利益剰余金が減少した事

等によるものであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結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、前連結会計年度末に

比べ243百万円増加し2,335百万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が△210百万円となったものの、売掛債権

の回収等により1,247百万円（前年同期比＋170百万円）の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、超次世代電子行政システムへの開発投資による無形固定資産の増加に

より879百万円（前年同期比＋762百万円）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、短期借入金の減少等により124百万円（前年同期比△15百万円）の支

出となりました。  

  

景気回復の見通しが立たない中、事業環境は当初予想以上に厳しいものとなっておりますが、自治体、ガス事業

者への売上が堅調に推移しており、また材料費及び人件費の削減効果が第２四半期以降に期待できることから、現在

のところ平成21年５月12日付「平成21年３月期 決算短信 ３．22年３月期の連結業績予想」の業績数値をほぼ達成

できるものと予想しております。 

なお、上記業績予想は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、予想に内在する不確定要

素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が予想の数値と異なる場合がありますことを

ご承知おきください。 

  

該当事項はありません。  

①簡便な会計処理  

（イ）棚卸資産の評価方法 

   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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によっております。 

   また、棚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。 

（ロ）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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

  によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（イ）税金費用の計算 

   当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合理的に見積り、税引前四半

  期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

   なお、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

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
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①受注制作のソフトウエアに係る収益及び原価の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウエアに係る収益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エア開発案件から、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案件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、その他の案件については工事完成基準を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。   

②重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

・無形固定資産（リース資産を除く）  

 従来、市場販売目的ソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配

分額とを比較し、いずれか大きい額を計上し、期間は３年の定額法を採用しておりましたが、今後、販売単価

の変動が予想される為、当第１四半期連結会計期間より、３年間の見込販売金額に対する比率による償却額

と、残存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい額で償却する方法へと変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

  

(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
(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 762,395 519,117

受取手形及び売掛金 823,846 2,190,811

有価証券 1,099,648 1,198,953

たな卸資産 554,373 392,448

関係会社短期貸付金 1,020,071 920,042

その他 776,657 748,153

貸倒引当金 △316 △281

流動資産合計 5,036,676 5,969,245

固定資産   

有形固定資産 932,333 949,274

無形固定資産 1,077,863 259,230

投資その他の資産   

投資有価証券 1,090,712 1,030,887

長期前払費用 987,500 1,017,871

その他 188,890 184,423

投資その他の資産合計 2,267,104 2,233,183

固定資産合計 4,277,301 3,441,689

資産合計 9,313,978 9,410,934

負債の部   

流動負債   

買掛金 383,091 471,014

短期借入金 － 76,000

未払法人税等 6,875 14,921

賞与引当金 560,989 372,292

受注損失引当金 5,695 849

その他 536,732 515,099

流動負債合計 1,493,385 1,450,177

固定負債   

その他 538,746 522,621

固定負債合計 538,746 522,621

負債合計 2,032,132 1,972,798

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,966,900 1,966,900

資本剰余金 2,453,650 2,453,650

利益剰余金 2,807,593 2,978,795

自己株式 △8,477 △8,477

株主資本合計 7,219,666 7,390,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,643 △11,567

評価・換算差額等合計 10,643 △11,567

少数株主持分 51,536 58,834

純資産合計 7,281,846 7,438,135

負債純資産合計 9,313,978 9,410,934
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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 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 1,818,748 1,727,736

売上原価 1,433,941 1,416,056

売上総利益 384,807 311,680

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 205,964 228,981

賞与引当金繰入額 50,149 56,775

その他 200,226 253,860

販売費及び一般管理費合計 456,340 539,616

営業利益又は営業損失（△） △71,532 △227,936

営業外収益   

受取利息 2,260 6,527

受取配当金 9,415 5,715

受取賃貸料 52,826 53,395

その他 8,516 6,570

営業外収益合計 73,018 72,208

営業外費用   

支払利息 144 304

賃貸収入原価 48,672 48,852

その他 2,712 470

営業外費用合計 51,529 49,626

経常利益又は経常損失（△） △50,043 △205,355

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 3,883 2,281

投資有価証券評価損 － 2,725

過年度損益修正損 6,989 －

その他 5,128 －

特別損失合計 16,001 5,007

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（△）

△66,044 △210,362

法人税、住民税及び事業税 3,339 △80,751

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,339 △80,751

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,427 △397

四半期純利益又は四半期純損失（△） △71,811 △129,214
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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 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（△）

△66,044 △210,362

減価償却費 26,331 30,189

無形固定資産償却費 8,912 15,976

前払費用の増減額（△は増加） 11,515 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 3,460 30,106

賞与引当金の増減額（△は減少） 190,697 188,697

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,150 4,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） △446 34

受取利息及び受取配当金 △11,675 △12,242

投資有価証券評価損益（△は益） 2,128 2,725

支払利息 144 304

為替差損益（△は益） 209 84

たな卸資産廃棄損 80 －

固定資産除却損 3,883 2,281

売上債権の増減額（△は増加） 1,542,362 1,446,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △408,611 △161,924

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30,808 △23,584

仕入債務の増減額（△は減少） △270,666 △215,211

未払費用の増減額（△は減少） 21,913 20,787

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,261 133,517

その他の固定負債の増減額（△は減少） △9,059 1,043

小計 1,104,356 1,253,324

利息及び配当金の受取額 11,590 12,441

利息の支払額 △60 △238

法人税等の支払額 △38,772 △17,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,077,112 1,247,541

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) △100,000 －

有価証券の売却による収入 － 99,680

投資有価証券の取得による支出 △30 △125,029

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,104 △3,855

有形固定資産の取得による支出 △12,993 △15,530

無形固定資産の取得による支出 △2,761 △834,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,889 △879,345

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △96,000 △76,000

配当金の支払額 △42,013 △41,988

少数株主への配当金の支払額 △2,600 △6,900

財務活動によるキャッシュ・フロー △140,613 △124,888

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） 819,609 243,306

現金及び現金同等物の期首残高 951,533 2,092,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,771,143 2,335,490
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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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(1）生産実績 

 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメントに代

え商品別に記載しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 なお、前年同四半期比較にあたっては、前第１四半期連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っておりま

す。  

  
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメントに代

え商品別に記載しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 なお、前年同四半期比較にあたっては、前第１四半期連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っておりま

す。 

  
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．生産、受注及び販売の状況

事業部 生産高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業部  728,391  106.9

水道事業部  180,526  95.1

文教事業部  52,278  55.3

ガス事業部  239,583  119.0

製造事業部  295,844  78.8

流通事業部  112,948  81.3

医療事業部  66,519  84.0

その他の事業  85,712  101.3

計  1,761,804  95.5

事業部 受注高（千円） 
前年同四半期比 

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比 

（％） 

公共事業部  1,114,322  128.1  1,041,082  123.7

水道事業部  286,412  83.9  135,166  60.3

文教事業部  138,477  69.1  111,919  65.1

ガス事業部  388,909  161.1  417,305  118.8

製造事業部  342,772  58.1  214,023  52.9

流通事業部  198,087  139.9  138,859  117.8

医療事業部  88,677  91.4  22,499  106.6

その他の事業  91,872  93.5  18,353  291.3

計  2,649,531  102.7  2,099,209  98.2
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(3）販売実績 

 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、前連結会計年度まで事業の種類別セグメントに代

え商品別に記載しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より事業部別の記載に変更しております。 

 なお、前年同四半期比較にあたっては、前第１四半期連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っておりま

す。 

  
 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の

総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

事業部 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

公共事業部  703,326  103.6

水道事業部  272,768  95.2

文教事業部  33,801  70.4

ガス事業部  151,626  122.0

製造事業部  313,880  83.5

流通事業部  90,703  68.6

医療事業部  68,909  84.9

その他の事業  92,719  100.8

計  1,727,736  95.0

相手先

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

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

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱ミツバ  242,957  13.4    186,042    10.8
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