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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 4,615 ― 381 ― 411 ― 154 ―

20年9月期第3四半期 4,735 6.6 447 21.4 470 22.9 183 △10.7

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

21年9月期第3四半期 40.24 ―

20年9月期第3四半期 48.03 47.89

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 3,731 2,595 69.6 677.81
20年9月期 4,137 2,502 60.5 653.47

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  2,595百万円 20年9月期  2,502百万円

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 ― 0.00 ― 22.00 22.00
21年9月期 ― 0.00 ―

21年9月期 
（予想）

22.00 22.00

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 6,087 △6.3 418 △22.6 452 △20.6 147 81.9 38.39
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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  
[(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） 21年9月期第3四半期  3,866,135株 20年9月期  3,866,135株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  37,194株 20年9月期  37,194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  3,828,941株 20年9月期第3四半期 3,814,378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. 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。又、「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. 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおります。実 
  際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果と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３四半期累計期間は、世界的な金融市場の混乱などの影響から、急速な景気後退のうちに推移
いたしました。 
当社が属する情報サービス業界におきましても、企業業績悪化の影響から情報化投資の抑制が鮮明

となり、受注案件の減少や受注単価の引き下げなどの状況が続いております。 
このような状況のなかで当社は、顧客密着型ソリューションビジネスを主体としたサービス・技術

の提供の拡充を進めるとともに、人材の育成及び人件費や採用活動経費をはじめとする諸経費の削減、
節減にも努めながら、収益基盤を強化し事業の成長を図っております。組込み系システム開発の体制
を強化するため専門部門を設立するとともに、新たな事業として IT リモートソリューション・サービ
ス事業（お客様拠点設置のサーバ、ネットワークシステムの監視・運用を、当社のリモート運用セン
ターからネットワーク経由で提供）を 2009 年１月から開始いたしました。しかしながら 2009 年４月
以降、情報化投資の抑制による影響はとりわけソフトウェア開発において著しく、案件の延期や縮小
などにより厳しい受注状況のうちに推移いたしました。 
これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は 4,615 百万円、営業利益は 381 百万円、

経常利益は 411 百万円となりました。又、投資有価証券の評価損失 73 百万円を計上したことにより、
四半期純利益は 154百万円となりました。 
 

2. 財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ 388 百万円減少し 2,530 百万

円となりました。これは、売掛金の減少 347 百万円及び繰延税金資産の減少 140 百万円が主な要因

であります。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ 19 百万円減少し 1,200 百万円

となりました。これは、投資有価証券の減少 30百万円が主な要因であります。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ 559 百万円減少し 778 百万円

となりました。これは、賞与引当金の減少 195 百万円及び未払法人税等の減少 241 百万円が主な要

因であります。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ 59 百万円増加し 357 百万円と

なりました。これは、退職給付引当金の増加 53百万円が主な要因であります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ 93 百万円増加し 2,595 百万円と

なりました。 

 

(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は、1,328 百万円となり、前事業年度末に比

べて 17百万円増加しました。                               

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額 272 百万円、未払金の減少額 70 百万円

となったものの、税引前四半期純利益 338 百万円となり、売上債権の減少額 347 百万円となったこ

とにより、110百万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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産取得による支出 38 百万円、従業員

に対する貸付けによる支出９百万円となったものの、匿名組合出資金の払戻による収入 37 百万円と

なったことにより、８百万円の支出となりました。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額 84百万円の支出となりました。 
 
3. 業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年９月期の業績予想につきましては、平成 21 年５月８日に公表いたしました数値に変更は
ありません。 

 
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 簡便な会計処理 

・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定

する方法によっております。 

・経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、概算額と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法

による概算額で計上する方法によっております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
 

(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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。又、

「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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当事業年度の第１四半期会計期間から平成 18 年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から

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。 

これによる損益に与える影響額はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

当事業年度の第１四半期会計期間から平成 19 年３月 30 日改正の「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第 13 号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 16 号)を早期に適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。  

又、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日もしくは契約締結日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して

おります。 

これによる四半期財務諸表に与える影響額はありません。 
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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 1,027,115 1,009,776

売掛金 732,881 1,080,298

有価証券 450,337 496,708

商品 437 －

仕掛品 43,609 23,974

前払費用 43,540 57,631

未収入金 772 686

1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 4,626 －

繰延税金資産 104,080 244,290

その他 123,351 5,116

流動資産合計 2,530,751 2,918,483

固定資産   

有形固定資産   

建物 77,379 77,379

減価償却累計額 △45,005 △41,910

建物（純額） 32,374 35,469

工具、器具及び備品 83,059 78,269

減価償却累計額 △60,764 △51,784

工具、器具及び備品（純額） 22,294 26,485

土地 124,591 124,591

有形固定資産合計 179,261 186,546

無形固定資産   

ソフトウエア 53,699 32,185

ソフトウエア仮勘定 8,726 5,302

電話加入権 2,173 2,173

無形固定資産合計 64,599 39,661

投資その他の資産   

投資有価証券 522,484 552,709

出資金 10 10

従業員に対する長期貸付金 3,042 －

長期前払費用 1,529 868

長期預金 100,000 100,000

保険積立金 97,228 93,009

敷金及び保証金 72,936 72,936

会員権 16,750 16,750

繰延税金資産 149,574 163,941

貸倒引当金 △6,985 △6,985

投資その他の資産合計 956,571 993,240

固定資産合計 1,200,432 1,219,448

資産合計 3,731,183 4,137,932
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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 66,999 115,306

未払金 383,466 454,043

未払費用 24,018 44,002

未払法人税等 － 241,873

未払消費税等 33,471 54,546

前受金 4,721 2,859

預り金 63,562 8,339

賞与引当金 202,509 398,000

役員賞与引当金 － 18,836

流動負債合計 778,748 1,337,808

固定負債   

退職給付引当金 278,083 224,746

役員退職慰労引当金 79,049 73,280

固定負債合計 357,132 298,026

負債合計 1,135,880 1,635,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 407,874 407,874

資本剰余金 397,528 397,528

利益剰余金 1,822,659 1,752,814

自己株式 △17,646 △17,646

株主資本合計 2,610,417 2,540,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,113 △38,475

評価・換算差額等合計 △15,113 △38,475

純資産合計 2,595,303 2,502,096

負債純資産合計 3,731,183 4,137,932
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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 4,615,562 

売上原価 3,709,478 

売上総利益 906,084 

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 2,285 

役員報酬 71,516 

給料及び賞与 125,379 

賞与引当金繰入額 53,415 

退職給付費用 5,141 

役員退職慰労引当金繰入額 6,795 

法定福利及び厚生費 36,196 

旅費及び交通費 7,714 

支払手数料 21,735 

交際費 3,269 

募集費 15,676 

不動産賃借料 52,810 

減価償却費 19,201 

その他 103,541 

販売費及び一般管理費合計 524,680 

営業利益 381,403 

営業外収益  

受取利息 11,456 

受取配当金 11,406 

保険事務手数料 1,470 

助成金収入 1,000 

有価証券評価益 3,253 

雑収入 2,522 

営業外収益合計 31,109 

営業外費用  

為替差損 18 

雑損失 635 

営業外費用合計 654 

経常利益 411,858 

特別損失  

投資有価証券評価損 73,585 

特別損失合計 73,585 

税引前四半期純利益 338,273 

法人税、住民税及び事業税 34,428 

法人税等調整額 149,762 

法人税等合計 184,191 

四半期純利益 154,081 
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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 1,341,351 

売上原価 1,177,707 

売上総利益 163,643 

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 512 

役員報酬 23,815 

給料及び賞与 43,603 

賞与引当金繰入額 17,712 

退職給付費用 1,713 

役員退職慰労引当金繰入額 2,265 

法定福利及び厚生費 8,433 

旅費及び交通費 1,903 

支払手数料 6,552 

交際費 758 

募集費 3,208 

不動産賃借料 17,531 

減価償却費 6,958 

その他 29,664 

販売費及び一般管理費合計 164,631 

営業利益 △988 

営業外収益  

受取利息 3,067 

受取配当金 8,250 

保険事務手数料 493 

助成金収入 500 

雑収入 2,169 

営業外収益合計 14,480 

営業外費用  

為替差損 5 

雑損失 635 

営業外費用合計 640 

経常利益 12,850 

特別利益  

賞与引当金戻入額 65,880 

投資有価証券評価損戻入益 24,685 

特別利益合計 90,565 

税引前四半期純利益 103,416 

法人税、住民税及び事業税 △55,212 

法人税等調整額 102,116 

法人税等合計 46,904 

四半期純利益 56,512 
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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  

税引前四半期純利益 338,273 

減価償却費 20,882 

賞与引当金の増減額（△は減少） △195,491 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,836 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,336 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,769 

受取利息及び受取配当金 △22,863 

有価証券評価損益（△は益） △3,253 

投資有価証券評価損益（△は益） 73,585 

売上債権の増減額（△は増加） 347,417 

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,072 

その他の資産の増減額（△は増加） △111,463 

仕入債務の増減額（△は減少） △48,307 

未払金の増減額（△は減少） △70,790 

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,075 

その他の負債の増減額（△は減少） 33,661 

小計 360,773 

利息及び配当金の受取額 22,709 

法人税等の支払額 △272,864 

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,618 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

匿名組合出資金の払戻による収入 37,343 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △38,535 

従業員に対する貸付けによる支出 △9,165 

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,860 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △84,022 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,022 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,734 

現金及び現金同等物の期首残高 1,311,058 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,328,793 
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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。又、「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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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「参考」 

前四半期損益計算書 

 前第３四半期累計期間 

 (自 平成19年10月１日 
  至 平成20年６月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  4,735,362  100.0  

Ⅱ 売上原価  3,742,104  79.0  

売上総利益  993,257  21.0  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  545,871  11.5  

営業利益  447,386  9.5  

Ⅳ 営業外収益  23,250   

Ⅴ 営業外費用  38   

経常利益  470,598  10.0  

Ⅵ 特別利益  ―   

Ⅶ 特別損失  111,439   

税引前四半期純利益  359,159  7.6  

法人税、住民税及び 
事業税 

205,671    

法人税等調整額 △29,728  175,943  3.7  

四半期純利益  183,215  

 

  3.9     
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