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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 1,529 △15.3 10 △75.7 7 △83.3 12 △75.0
21年3月期第1四半期 1,805 ― 42 ― 44 ― 51 ―

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 2.43 ―
21年3月期第1四半期 9.51 ―

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 4,497 3,685 81.9 692.38
21年3月期 4,802 3,874 80.7 724.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,685百万円 21年3月期  3,874百万円

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 ― 35.00 35.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 35.00 35.00

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

3,409 △7.8 51 △60.1 57 △58.9 34 △64.9 6.36

通期 7,250 △0.4 325 15.3 335 9.7 203 △4.7 37.96



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） 

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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について 
は、４ページ【定性的情報・財務情報】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 5,487,768株 21年3月期  5,487,768株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  165,181株 21年3月期  140,286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 5,335,764株 21年3月期第1四半期 5,457,011株



  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部株価などには景気回復の兆しが見えるものの、昨年から

の世界的な景気悪化の影響や雇用情勢の悪化に伴う消費の落ち込み等により、依然として先行きが不透明な状況に

あります。 

 当社グループの属する情報サービス業界においては、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査 2009年 

５月分 確報」の情報サービス産業の項（抜粋）によると、５月の売上高は、前年同月比0.5％と４か月ぶりの増

加。内訳をみると、「ソフトウェアプロダクト」は、全体では同5.7％の増加、主力の「受注ソフトウェア」は、

通信業向け等の増加により同0.5％の増加、内訳の「システムインテグレーション」は同0.7％の減少、「システム

等管理運営受託」は同0.9％の減少、「データベースサービス」は同1.7％の減少との調査結果が公表されておりま

す。 

このような環境下で当社グループの2009年度の経営戦略に基づき取り組んでいる施策としましては、 

１．アカウントマネジメントの強化 

２．サービスモデル・ソリューソンモデルの確立と実践 

３．IT Value-Up高付加価値サービスの拡大  

の推進並びに実現に努めております。 

 こうした中、当社グループ（当社及び連結子会社）の業績の概況は以下のとおりです。           

 売上高については、景気後退の中で既存顧客、新規顧客ともに新規案件の受注減等の影響により、当第１四半期

連結売上高は前年同期比15.3％減の15億29百万円となりました。 

 利益については、昨年度に引き続き取引先からのコストダウン要請や受注単価の切り下げ等が影響し、受注案件

当たりの粗利益率の低下や粗利益額の減少となってあらわれました。同時に案件の減少や縮小に伴う技術者の未稼

働要員も発生し、利益の圧迫要因となりました。当社は、これらの課題に対処するために緊急対策本部を立ち上

げ、売上の拡大、稼働率向上、不要不急の経費削減を柱とする諸策を実施致しました。結果、営業利益は前年同期

比75.7％減の10百万円、経常利益は前年同期比83.3％減の７百万円、四半期純利益は前年同期比75.0％減の12百万

円となりました。 

 なお、業務別売上高は以下のとおりであります。 

 ソフトウェア開発業務については、当社の主力であるソニーグループを除く主力電機メーカーグループ各社、金

融系分野数社からの受注が減少したことにより、売上高は前年同期比23.7％減の７億円となりました。 

 システム運用管理業務については、受注不足の影響を受けながらもスポット案件を獲得するなどで売上高は前年

同期比5.4％減の７億９百万円となり、小幅の減少で止めることができました。 

 受託計算／データエントリー業務においても事業をとりまく経営環境悪化の影響は避けられず、売上高は前年同

期比12.6％減の１億16百万円となりました。 

 また、商品販売その他業務については、商品販売の臨時案件などにより売上高は前年同期比20.3％減の２百万円

となりました。 

  

(1）資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は44億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４百万円減

少しました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億90百万円減少し、有価証券が１億99百万円減少したこと等によ

るものです。 

  （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は８億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億15百万円減

少しました。これは主に、所得税や社会保険等の預り金等が１億68百万円増加したのに対し、買掛金が65百万円減少

し、賞与引当金が２億13百万円減少したこと等によるものです。 

  （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36億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億89百万円

減少しました。これは主に、配当金の支払い等で利益剰余金が１億74百万円減少したことや、自己株式の買付けによ

り16百万円減少したことによるものです。 

  

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



(2）キャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当第１四半期末残高は、前

年同四半期と比較し１億47百万円減少し11億83百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間と前年同四半期とを比較した各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下

のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、当第１四半期連結会計期間に得た資金は66百万円（前年同四半期は65百万円の使用）となり、

前年同四半期と比較し１億31百万円増加しました。この要因は主に売上債権の減少額が１億48百万円減少したこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、当第１四半期連結会計期間に得た資金は１億93百万円（前年同四半期は２億47百万円の使用）

となり、前年同四半期と比較し４億41百万円増加しました。この要因は主に、定期預金の払戻による収入が１億

円、また有価証券の償還による収入が２億円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、当第１四半期連結会計期間に使用した資金は１億62百万円（前年同四半期は１億98百万円の使

用）となり、前年同四半期と比較し36百万円使用が減少しました。この要因は主に、前期は短期借入金の返済があ

りましたが、当期は発生していないことによるものです。 

  

  当第２四半期以降は、2009年７月１日発表の６月の日銀短観（抜粋）には、景況感は２年半ぶりに改善し、大企業

製造業の業況判断指数は10ポイント上昇、景況感は最悪期を脱したものの、実際の業績改善につながる見通しはたっ

ておらず、2009年度の大企業製造業の売上高は前年度比14％減、経常利益は同39.5％減と、いずれも３月の前回調査

時点での計画から大幅に下方修正との報告であり、当社をとりまく環境は依然厳しい状況です。 

  当社グループといたしましては、引き続き積極的な受注活動、要員稼働率の向上策等を推進しており、現時点で

は、平成21年５月15日付の「平成21年３月期決算短信」で発表いたしました平成22年３月期の業績予想は変更してお

りません。しかしながら、今後顧客企業における更なる情報システム投資の手控えほか、当短信で報告させていただ

いたような収益力に対するマイナス要因がこれまで以上に悪化した際には、業績予想数値に修正が生じる場合があり

ます。そのような場合には、速やかに業績予想の見直しを行ってまいる所存です。 

  

  

   該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 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、プロジェクトの完成引渡時に売上計上する

方法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プロジェクトについてはプロジェクトの進捗率に応じて売上計上す

る方法（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについてはプロジェクトの完

成引渡時に売上計上する方法を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては、プロジェクトの進捗率に応じて売上計上する方法を適用するプ

ロジェクトの発生はなかったため、当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

  

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：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 1,699,966 1,702,067

受取手形及び売掛金 757,028 947,715

有価証券 200,004 399,877

商品 － 1,525

仕掛品 49,260 28,423

その他 254,340 267,384

貸倒引当金 △537 △537

流動資産合計 2,960,063 3,346,455

固定資産   

有形固定資産   

建物 167,260 167,260

減価償却累計額 △80,398 △79,168

建物（純額） 86,861 88,092

土地 110,534 110,534

その他 114,707 115,102

減価償却累計額 △90,709 △88,376

その他（純額） 23,998 26,725

有形固定資産合計 221,394 225,352

無形固定資産   

のれん 68,050 －

その他 91,724 165,896

無形固定資産合計 159,774 165,896

投資その他の資産   

投資有価証券 853,007 734,398

その他 303,474 330,462

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 1,156,172 1,064,551

固定資産合計 1,537,342 1,455,800

資産合計 4,497,405 4,802,256



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 146,313 211,887

未払法人税等 1,154 7,249

賞与引当金 96,070 310,067

製品保証引当金 2,140 －

その他 387,258 218,712

流動負債合計 632,936 747,917

固定負債   

退職給付引当金 72,498 59,564

役員退職慰労引当金 106,742 119,918

固定負債合計 179,240 179,482

負債合計 812,177 927,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 491,031 491,031

資本剰余金 499,678 499,678

利益剰余金 2,813,263 2,987,466

自己株式 △119,551 △102,585

株主資本合計 3,684,421 3,875,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,088 △139

為替換算調整勘定 △282 △593

評価・換算差額等合計 806 △733

純資産合計 3,685,228 3,874,855

負債純資産合計 4,497,405 4,802,256



（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 1,805,436 1,529,536

売上原価 1,534,511 1,320,775

売上総利益 270,925 208,761

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 51,308 58,061

役員報酬 44,950 39,305

賞与引当金繰入額 8,673 6,384

退職給付費用 3,474 3,868

役員退職慰労引当金繰入額 1,400 1,199

その他 118,410 89,548

販売費及び一般管理費合計 228,218 198,368

営業利益 42,707 10,393

営業外収益   

受取利息 5,321 6,636

保険代理店事業譲渡益 2,000 －

その他 1,121 900

営業外収益合計 8,442 7,537

営業外費用   

投資事業組合運用損 6,175 10,124

その他 230 314

営業外費用合計 6,405 10,438

経常利益 44,744 7,492

特別利益   

過年度通勤費 50,392 －

特別利益合計 50,392 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 943

特別損失合計 － 943

税金等調整前四半期純利益 95,136 6,548

法人税、住民税及び事業税 4,474 1,539

法人税等調整額 38,747 △7,950

法人税等合計 43,222 △6,411

少数株主利益 9 －

四半期純利益 51,905 12,959



（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 95,136 6,548

減価償却費 8,206 6,890

のれん償却額 － 5,000

引当金の増減額（△は減少） △187,516 △212,098

受取利息及び受取配当金 △5,531 △6,786

投資事業組合運用損益（△は益） 6,175 10,124

過年度通勤費 △50,392 －

売上債権の増減額（△は増加） 42,545 190,686

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,007 △19,311

仕入債務の増減額（△は減少） △3,288 △65,574

その他 153,380 151,455

小計 44,708 66,935

利息及び配当金の受取額 4,232 6,402

法人税等の支払額 △114,339 △6,775

営業活動によるキャッシュ・フロー △65,398 66,562

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 － 100,000

有価証券の取得による支出 △100,099 －

有価証券の償還による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △7,041 －

無形固定資産の取得による支出 △17,767 △4,321

保険積立金の払戻による収入 5,953 －

投資有価証券の取得による支出 △100,183 △101,913

子会社株式の取得による支出 △29,400 －

その他 699 △250

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,837 193,515

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △16,853 －

自己株式の取得による支出 △17,626 △16,968

配当金の支払額 △164,074 △145,510

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,553 △162,479

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,590 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △509,199 97,598

現金及び現金同等物の期首残高 1,840,120 1,085,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,330,920 1,183,445



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第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） 

 情報サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 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）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

   

 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）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

   

 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
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