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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 637 △35.7 23 △87.2 71 △62.0 40 △61.0

21年3月期第1四半期 990 ― 182 ― 187 ― 103 ―

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 11.12 11.10
21年3月期第1四半期 27.58 27.52

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 4,470 3,524 77.4 955.68
21年3月期 4,440 3,693 81.9 1,004.52

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,459百万円 21年3月期  3,636百万円

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 ― 60.00 60.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 60.00 60.00

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

1,831 4.6 382 40.9 439 53.5 254 62.0 70.41

通期 4,000 10.7 1,027 41.7 1,100 44.9 638 50.7 176.23
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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  
税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

(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、3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 3,750,000株 21年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  129,710株 21年3月期  129,710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 3,620,290株 21年3月期第1四半期 3,745,990株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、昨年からの世界的な経済危機による景気後退について一部に回復の兆しが

見えつつあるものの、依然として厳しい雇用環境や消費不振による低迷が続いております。 

 このような状況の下、当社は、平成22年４月以後開始する事業年度より適用となる資産除去債務制度等への対応に

向けた、システム再構築の提案活動を行ってまいりました。当第１四半期では、依然として企業側で投資決定に慎重

な姿勢が見られたことから、売上高637百万円（前年同期比35.7％減）となりました。 

 さらに、利益面においても、販売管理システムにおいて、前期より継続している一部の不採算案件について、その

赤字発生見込額を受注損失引当金として追加で計上したこと等から、営業利益23百万円（同87.2％減）となりまし

た。また、匿名組合出資金の償還により、営業外収益として匿名組合投資利益を41百万円計上したこと等から、経常

利益71百万円（同62.0％減）、第１四半期純利益40百万円（同61.0％減）となりました。 

  

(1) 資産・負債・純資産の状況 

  当第１四半期末における総資産は、仕掛品の増加等から、前事業年度末に比べ29百万円増加し、4,470百万円とな

りました。負債につきましては、保守売上の前受金の増加及び未払法人税等の増加等から前事業年度末に比べ198百

万円増加し、946百万円となりました。 

  なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事業年度末に比べ168百万円減少 

し、3,524百万円となり、自己資本比率は77.4％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期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221百万円増加し、

1,289百万円（前事業年度末比20.8％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は387百万円（前年同期は１百万円の資金の収入）となりました。これは、前年同期

と比べ、主に法人税等の支払額が大幅に減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果得られた資金は28百万円（前年同期は38百万円の資金の支出）となりました。これは主に、匿名

組合出資金の払戻による収入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は195百万円（前年同期比19.8％減）となりました。これは前年と比較し、期末配当

金の支払いが減少したことよるものであります。 

  

 当第１四半期における当社の業績は厳しい結果となっており、当社を取り巻く環境は今後も予断を許さない状況が

続くものと考えておりますが、３月決算の企業では、内部統制対応も一段落し、平成22年４月以降開始する事業年度

より適用となる資産除去債務制度の検討が始まり、５月の連休以降より、案件の引合いが増加傾向にある等明るさが

見えつつあります。また、会計コンバージェンスが終了する平成24年以降、国際会計基準への対応に向けた各企業の

検討も始まり、将来を見据えたお客様へのソリューション提案を一層強化していくこと等を通じ、所期の業績の実現

を目指してまいります。したがいまして、平成21年５月８日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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「法人税等」に含めて表示しております。 

  

受注制作のソフトウェアに係る収益計上の基準については、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のソフトウェア開発案件から、当第１四半期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開発案件については進行基準（開発案件の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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の他の開発案件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68,563千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ27,557 

千円増加しております。 
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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 3,339,952 3,118,278 

売掛金 342,095 583,781 

仕掛品 141,057 111,324 

その他 123,894 110,481 

流動資産合計 3,946,999 3,923,865 

固定資産   

有形固定資産 34,604 33,895 

無形固定資産   

ソフトウエア 192,858 198,484 

その他 12,713 1,547 

無形固定資産合計 205,571 200,031 

投資その他の資産 283,126 282,908 

固定資産合計 523,301 516,834 

資産合計 4,470,301 4,440,700 

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,296 181,022 

未払法人税等 32,276 475 

賞与引当金 41,616 48,667 

役員賞与引当金 18,750 14,000 

受注損失引当金 67,583 48,495 

その他 465,349 281,580 

流動負債合計 769,871 574,241 

固定負債   

退職給付引当金 64,220 61,460 

役員退職慰労引当金 111,921 111,921 

固定負債合計 176,141 173,381 

負債合計 946,013 747,623 
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 429,900 429,900 

資本剰余金 395,500 395,500 

利益剰余金 2,757,520 2,934,486 

自己株式 △120,643 △120,643 

株主資本合計 3,462,277 3,639,243 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,426 △2,596 

評価・換算差額等合計 △2,426 △2,596 

新株予約権 64,437 56,429 

純資産合計 3,524,287 3,693,076 

負債純資産合計 4,470,301 4,440,700 
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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 990,795 637,451 

売上原価 568,652 404,172 

売上総利益 422,143 233,279 

販売費及び一般管理費 239,307 209,831 

営業利益 182,835 23,447 

営業外収益   

受取利息 2,572 3,921 

匿名組合投資利益 － 41,084 

受取手数料 975 2,340 

その他 634 267 

営業外収益合計 4,182 47,613 

経常利益 187,018 71,061 

特別損失   

固定資産除売却損 96 71 

特別損失合計 96 71 

税引前四半期純利益 186,921 70,989 

法人税等 83,601 30,738 

四半期純利益 103,319 40,251 
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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 186,921 70,989 

減価償却費 21,604 27,988 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △7,051 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250 4,750 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341 2,759 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 35,175 19,087 

受取利息及び受取配当金 △2,693 △3,921 

匿名組合投資損益（△は益） － △41,084 

売上債権の増減額（△は増加） 45,315 241,686 

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,768 △29,813 

仕入債務の増減額（△は減少） 25,291 △41,640 

前受金の増減額（△は減少） 95,816 83,463 

その他 18,704 61,079 

小計 447,996 388,293 

利息及び配当金の受取額 794 323 

法人税等の支払額 △446,986 △861 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,803 387,756 

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 △6,143 △2,438 

無形固定資産の取得による支出 △32,267 △20,321 

匿名組合出資金の払戻による収入 － 51,677 

その他 79 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,330 28,918 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △243,148 △195,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,148 △195,000 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,675 221,674 

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290 1,067,984 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,965,615 1,289,658 
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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) 受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

   該当事項はありません。 

  

 ②受注実績 

   当第１四半期会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．金額は販売価額によっております。 

     ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま 

             す。 

     ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

③販売実績 

     当第１四半期会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

  

６．その他の情報

品目別 

当四半期 

（平成22年３月期 第１四半期） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  337,679  56.6  553,687  62.4

 保守  218,792  159.7  350,047  142.0

 受託開発  27,217  82.5  3,072  512.0

 運用管理等  51,189  109.6  6,390  1,841.5

 合計  634,879  78.0  913,197  80.5

品目別 

当四半期 

（平成22年３月期 第１四半期） 

売上高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  408,002  50.9

 保守  152,783  138.1

 受託開発  24,144  74.5

 運用管理等  52,521  112.1

 合計  637,451  64.3
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