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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 1,087 ― 58 ― 18 ― △89 ―

20年9月期第3四半期 1,721 11.2 597 45.0 615 40.1 338 41.3

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

21年9月期第3四半期 △2,209.02 ―

20年9月期第3四半期 8,364.03 ―

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

21年9月期第3四半期 2,631 2,082 79.1 51,430.76
20年9月期 3,153 2,346 74.4 57,944.62

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  2,082百万円 20年9月期  2,346百万円

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

20年9月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年9月期 ― 1,000.00 ―

21年9月期 
（予想）

1,000.00 2,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,700 △29.1 200 △76.7 150 △82.7 △8 ― △197.53
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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  無  

(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） 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 40,900株 20年9月期  40,900株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  400株 20年9月期  400株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 40,500株 20年9月期第3四半期 40,500株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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（1）当第３四半期累計期間の経営成績  

 当第３四半期累計期間(９か月)におけるわが国経済については、世界的な金融危機を端緒とした急激な株価下落

と景気悪化、実体経済への波及、生産、消費、貿易などあらゆる面での落ち込みを記録しました。しかしながらこ

こにきて、景気の持ち直しの機運も見られるところまで下げ止まり感が出てまいりました。 

 金融業界におきましては、株式市場の悪化と企業倒産の増加などから、約半数の銀行が経常赤字に陥るなど厳し

い状況となっております。政府は、経済危機対策として中小企業金融対策を行い、例えば信用保証協会の無担保保

証枠の拡大の実施や緊急融資を行うなどの手を打ち、銀行貸出残高は41ヶ月連続の増加となっています。しかしな

がら厳しい経済環境の下で、当社の主要販売先である金融機関は依然設備投資に対して慎重な姿勢を維持し、大型

投資は手控える傾向にあります。 

 当第３四半期累計期間の売上高につきましては、上記のように環境が厳しい中でも、バージョンアップした「決

算書リーディングシステム」や「契約書作成支援システム」は前年同期を上回る売上高をあげたものの、主力の

「担保不動産評価管理システム」、「法人格付システム」、「自己査定支援システム」は前年同期の大型案件の反

動や投資手控えの影響が大きく軒並み前年同期比大幅減となりました。損益につきましても、大幅減収と第１四半

期に計上した複合金融商品に係る評価損や投資有価証券の減損処理の計上、第３四半期の研究開発費計上等により

営業利益及び経常利益は大幅減益となりました。また、減益に伴い繰延税金資産の一部を第２四半期に取り崩し、

法人税等調整額(損)を計上することとなりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,087,323千円（前年同期比36.8％減）、経常利益は18,829千円

（同96.9％減）、四半期純損失は89,465千円(前年同期は四半期純利益338,743千円)となりました。 

（2）事業部門別の業績 

 「システムインテグレーション事業」 

  「決算書リーディングシステム」はバージョンアップしたことにより、また、「契約書作成支援システム」はバ

ージョンアップに加え、金融機関での事務リスク軽減のニーズに応えたことにより売上高は前年同期比増加しまし

た。しかしながら「担保不動産評価管理システム」や「法人格付システム」、「自己査定支援システム」につきま

しては、前年同期の大型案件の売上計上の反動と、金融機関が設備投資を手控える姿勢が強いことから大幅減収と

なり、システムインテグレーション事業の売上高は538,409千円（前年同期比55.1％減）、売上高構成比は49.5％と

なりました。 

 「システムサポート事業」  

  「担保不動産評価管理システム」の売上高が伸びなかったため、担保代行入力の減収はあったものの、これまで

伸び続けてきたシステム販売から発生するメンテナンス売上高は前年同期比増収となり、システムサポート事業の

売上高は548,913千円（前年同期比5.2％増）、売上高構成比は50.5％となりました。 

※前年同期比につきましては、参考値としております。 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ303,052千円減少し、1,944,879

千円となりました。これは主に現金及び預金が前期末の売上債権の回収等により増加した一方で、売掛金、有価証

券、仕掛品がそれぞれ減少したことによるものです。固定資産は前事業年度末に比べ218,260千円減少し、687,023

千円となりました。これは主に投資有価証券が償還、減損、期末時価評価により減少したこと及び繰延税金資産の

減少によるものであります。この結果、資産合計は前事業年度末に比べ521,312千円減少し、2,631,902千円となり

ました。 

 負債につきましては、主に未払法人税等の減少等により前事業年度末に比べ257,501千円減少し、548,956千円と

なりました。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ263,811千円減少し、2,082,945千円となりました。これは主にその

他有価証券評価差額金(損)の拡大と、四半期純損失の計上及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるもので

あります。 

  

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
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（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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402,720千

円増加し、1,535,679千円となりました。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因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） 

 営業活動の結果得られた資金は415,240千円となりました。これは主に法人税等の支払388,788千円等により資金

が減少した一方で、売上債権の回収755,081千円、たな卸資産の減少50,881千円等による資金の増加があったことに

よります。 

（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127,301千円となりました。これは主に投資有価証券の売却・償還による収入

108,419千円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139,821千円となりました。これは配当金の支払によるものであります。  

 現状の株式市場につきましては、一時の低迷は脱したようですが完全に回復したとは言えず、まだ力強さはあり

ません。金融市場に比較して実体経済では在庫調整が進展し生産面では回復基調にありますが、全体としては依然

厳しい状況が続くと見られています。金融機関につきましては、株式市場の回復に伴い投資意欲が戻ることが期待

されますが、当面、慎重な姿勢を維持すると考えられます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関の投資意欲がまだ回復していない中でも

顧客のニーズに対応したシステム開発を行い、セミナーや販売に注力することで受注に結びつけてまいりたいと考

えております。 

 平成21年９月期通期業績予想につきましては、平成21年５月１日に公表させて頂きました業績の下方修正の通

り、売上高1,700,000千円（前期比29.1％減）、経常利益150,000千円（同82.7％減）当期純損失8,000千円(前期は

当期純利益488,793千円)と予想しております。 

該当事項はありません。    

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

    ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分 企業会計基準委員

会）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 これによる収益に与える影響はありません。  

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四

半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

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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④製品保証引当金に係る会計方針の変更 

 従来、個別案件に対する補修見込額を引当計上しておりましたが、第１四半期会計期間より過去の実績率を基

準とした補修見積額を引当計上しております。この見直しは第１四半期会計期間から、過去一定期間の製品販売

後の無償補修についての実績分析が可能になったことから財務の健全性を高め、期間損益計算の適正化を図るこ

とを目的として行ったものであります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  
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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３四半期会計期間末 
(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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,535,679 1,132,959

売掛金 180,016 935,098

有価証券 － 77,280

仕掛品 10,899 61,781

繰延税金資産 － 14,647

未収収益 11,437 14,626

未収還付法人税等 177,269 －

未収消費税等 16,277 －

その他 13,566 12,561

貸倒引当金 △267 △1,022

流動資産合計 1,944,879 2,247,931

固定資産   

有形固定資産 94,961 99,961

無形固定資産   

ソフトウエア 24,584 29,485

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 25,700 30,601

投資その他の資産   

投資有価証券 436,418 599,510

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 24,435 69,703

会員権 38,440 38,440

投資その他の資産合計 566,360 774,721

固定資産合計 687,023 905,283

資産合計 2,631,902 3,153,215
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(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20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,895 50,054

未払金 124,803 97,388

未払消費税等 － 21,278

未払法人税等 － 202,357

繰延税金負債 14,078 －

前受収益 221,790 228,957

賞与引当金 14,087 56,183

製品保証引当金 2,381 8,705

その他 13,165 7,041

流動負債合計 402,201 671,968

固定負債   

役員退職慰労引当金 146,755 134,490

固定負債合計 146,755 134,490

負債合計 548,956 806,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 53,586 85,510

繰越利益剰余金 1,478,901 1,678,192

利益剰余金合計 1,534,303 1,765,519

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,170,612 2,401,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87,667 △55,071

評価・換算差額等合計 △87,667 △55,071

純資産合計 2,082,945 2,346,757

負債純資産合計 2,631,902 3,153,215
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,087,323

売上原価 608,474

売上総利益 478,849

販売費及び一般管理費 420,516

営業利益 58,332

営業外収益  

受取利息 1,712

受取配当金 198

有価証券利息 7,029

その他 81

営業外収益合計 9,022

営業外費用  

複合金融商品評価損 48,525

営業外費用合計 48,525

経常利益 18,829

特別利益  

貸倒引当金戻入額 755

特別利益合計 755

特別損失  

固定資産除売却損 88

投資有価証券評価損 52,086

特別損失合計 52,175

税引前四半期純損失（△） △32,590

法人税、住民税及び事業税 12,890

法人税等調整額 43,983

法人税等合計 56,874

四半期純損失（△） △89,465
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 261,235

売上原価 139,928

売上総利益 121,307

販売費及び一般管理費 152,744

営業損失（△） △31,436

営業外収益  

受取利息 534

受取配当金 99

有価証券利息 1,490

その他 1

営業外収益合計 2,125

経常損失（△） △29,311

特別利益  

貸倒引当金戻入額 89

特別利益合計 89

特別損失  

固定資産除売却損 32

特別損失合計 32

税引前四半期純損失（△） △29,254

法人税、住民税及び事業税 △9,758

法人税等調整額 △124

法人税等合計 △9,883

四半期純損失（△） △19,370
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純損失（△） △32,590

減価償却費 19,684

貸倒引当金の増減額（△は減少） △755

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,096

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,324

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,264

受取利息及び受取配当金 △8,940

複合金融商品評価損 48,525

投資有価証券評価損益（△は益） 52,086

固定資産除売却損益（△は益） 88

売上債権の増減額（△は増加） 755,081

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,881

未収消費税等の増減額（△は増加） △16,277

その他の流動資産の増減額（△は増加） 547

仕入債務の増減額（△は減少） △38,159

未払金の増減額（△は減少） 25,486

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,278

前受収益の増減額（△は減少） △7,167

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,393

小計 793,451

利息及び配当金の受取額 10,577

法人税等の支払額 △388,788

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,240

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却及び償還による収入 28,754

有形固定資産の取得による支出 △576

無形固定資産の取得による支出 △9,218

投資有価証券の売却及び償還による収入 108,419

その他 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー 127,301

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △139,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402,720

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,535,679
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

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

㈱情報企画（3712）　平成21年９月期　第３四半期決算短信

- 11 -



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,721,249

Ⅱ 売上原価  714,988

売上総利益  1,006,261

Ⅲ 販売費及び一般管理費  408,837

営業利益  597,423

Ⅳ 営業外収益  25,560

Ⅴ 営業外費用  7,550

経常利益  615,434

Ⅵ 特別利益  204

Ⅶ 特別損失  38,493

税引前四半期純利益  577,145

税金費用  238,402

四半期純利益  338,743
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前第３四半期純利益   577,145

減価償却費  36,486

貸倒引当金の減少額 △117

賞与引当金の減少額 △26,812

製品保証引当金の減少額  △8,480

役員退職慰労引当金の増加額  13,167

受取利息及び受取配当金  △25,131

複合金融商品評価損   7,550

投資有価証券売却損   20,570

投資有価証券評価損   17,800

有形固定資産除売却損  123

売上債権の減少額  199,440

たな卸資産の減少額   13,895

その他流動資産の減少額   1,477

仕入債務の減少額  △8,693

未払金の増加額   44,973

未払消費税等の減少額 △5,551

前受収益の増加額   13,516

その他流動負債の増加額   4,371

小計  875,733

利息及び配当金の受取額   23,939

法人税等の支払額  △343,573

営業活動によるキャッシュ・フロー  556,099

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の取得による支出  △100,000

有形固定資産の取得による支出  △361

無形固定資産の取得による支出 △6,375

投資有価証券の取得による支出  △49,114

投資有価証券の売却・償還による収入  43,734

その他  △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,238

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △197,870

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,870

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  245,989

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  945,818

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  1,191,807
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   生産、受注及び販売の状況  

（1）生産実績 

   当第３四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）受注状況 

   当第３四半期累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（3）販売実績 

   当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．当第３四半期累計期間における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、

以下のとおりであります。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 
当第３四半期累計期間

（自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日  

 システムインテグレーション（千円）    538,409

 システムサポート（千円）   548,913

合計（千円）  1,087,323

事業部門別  受注高（千円）  受注残高（千円） 

 システムインテグレーション  512,400   90,306

 システムサポート   569,659   21,420

合計   1,082,060   111,727

事業部門別 
当第３四半期累計期間

（自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日  

 システムインテグレーション（千円）   538,409

 システムサポート（千円）  548,913

合計（千円）   1,087,323

相手先 

当第３四半期累計期間
（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年６月30日）  

 販売高（千円）  割合（％） 

 ㈱しんきん情報サービス    159,662   14.7
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