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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 17,061 ― 676 ― 712 ― 378 ―

20年12月期第3四半期 17,568 11.5 1,068 33.9 1,083 31.7 464 △0.5

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12月期第3四半期 16.44 ―

20年12月期第3四半期 20.18 ―

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12月期第3四半期 13,135 9,525 67.2 383.32
20年12月期 14,445 9,437 60.5 379.20

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  8,828百万円 20年12月期  8,733百万円

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  

平成21年12月期の期末１株当たり配当金については未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年12月期 ― 6.00 ―

21年12月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,700 △4.0 1,600 △25.7 1,650 △24.0 920 △13.6 39.94

1



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、５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、５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 

 1．上記の予想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、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
場合があります。 
 2．第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表
を作成しております。 

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12月期第3四半期 23,083,680株 20年12月期  23,083,680株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  51,183株 20年12月期  51,123株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 23,032,552株 20年12月期第3四半期 23,032,575株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益
の大幅な減少や、雇用情勢の一段の悪化等により、厳しい状況で推移いたしました。情報サービス産業界
におきましても、国内企業のＩＴ投資の減速により、受託開発ソフトウェア、既製ソフトウェアの分野を
中心に売上の減少が見られる等、厳しい状況で推移いたしました。 
 このような状況下におきまして当社グループは、高度な技術力で顧客ニーズに応えることにより顧客満
足度の向上を図るとともに、品質の向上を推進いたしました。更に、徹底したコスト削減に取り組んでま
いりましたが、対前年同期比で売上、利益ともに減少いたしました。 
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、 

 
となりました。 

  
セグメント別の業績は次の通りです。 

  
景気悪化の影響を受け企業収益や設備投資が低迷する中で、エンジニアリング事業では、ＣＡＤ関連シ

ステムや品質検証の分野が貢献したことによりほぼ前年同期同様の売上を確保することができましたが、
売上原価の増加により営業利益は減少しました。 
 その結果、売上高は7,510百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は544百万円（前年同期比31.6％
減）となりました。  
また、ソリューション事業では、顧客の基幹システムの運用及び開発支援や大型受託開発案件の納品等

が売上に貢献しましたが、中規模業務システム開発案件の減少等により、前年同期比で売上、営業利益と
もに減少しました。 
 その結果、売上高は9,550百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は132百万円（前年同期比51.5％
減）となりました。  

  

(1) 資産の状況 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,252百万円減少し、9,988百万円となりました。これは主に現金
及び預金の増加（前期末比1,457百万円増）、受取手形及び売掛金の減少（前期末比3,013百万円減）、有
価証券の減少（前期末比400百万円減）、仕掛品の増加（前期末比507百万円増）等によるものでありま
す。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べ57百万円減少し、3,146百万円となりました。これは主に有形固定
資産の減少（前期末比11百万円減）、無形固定資産の増加（前期末比20百万円増）、差入保証金の減少
（前期末比30百万円減）等によるものであります。 
 また、資産合計は13,135百万円（前期末比1,309百万円減）となりました。 

(2) 負債の状況 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,453百万円減少し、2,654百万円となりました。これは主に支払
手形及び買掛金の減少（前期末比1,094百万円減）、未払法人税等の減少（前期末比627百万円減）等によ
るものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ55百万円増加し、955百万円となりました。これは主に退職給付引
当金の増加（前期末比60百万円増)等によるものであります。 
 また、負債合計は3,610百万円（前期末比1,397百万円減）となりました。 

(3) 純資産の状況 
 純資産は、前連結会計年度末と比べ88百万円増加し、9,525百万円となりました。これは主に利益剰余金
の増加（前期末比102百万円増）、評価・換算差額等の減少（前期末比７百万円減)等によるものでありま
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
経営成績に関する分析

売上高 17,061百万円 （前年同期比  2.9％減）
営業利益 676百万円 （前年同期比 36.6％減）
経常利益 712百万円 （前年同期比 34.2％減）
四半期純利益 378百万円 （前年同期比 18.5％減）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(4) キャッシュ・フローの状況 
 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1,057百万円増加し、5,475
百万円となりました。 
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  
  営業活動の結果増加した資金は、1,615百万円（前年同期は1,384百万円の増加）となりました。これは
主に、税金等調整前四半期純利益（728百万円）、売上債権の減少（3,011百万円）、仕入債務の減少（△
1,094百万円）、法人税等の支払（△1,024百万円）等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＞ 
  投資活動の結果減少した資金は、260百万円（前年同期は1,055百万円の減少）となりました。これは主
に、無形固定資産取得による支出（△247百万円）等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＞ 
  財務活動の結果減少した資金は、292百万円（前年同期は277百万円の減少）となりました。これは主
に、配当金の支払（△291百万円）等によるものであります。  
  
※第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３

月14日)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 平成19年３
月14日)を適用しております。従いまして、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表等と前年同期
の四半期連結財務諸表等とでは、作成基準が異なるため前年同期比較に関する情報は参考として記載して
おります。 

  

平成21年度の経営環境の概観としましては、景気悪化のテンポは緩やかになりつつあるものの、依然と
して厳しさが続くものと思われます。また、情報サービス産業界におきましても、企業収益や設備投資が
減少している中、経営環境としては厳しい状況で推移するものと考えられます。 
 このような状況のもと、当社グループは下記の目標値に向かって努力していく所存であります。 
  
  売上高    25,700百万円（前年同期比  4.0％減）    
  営業利益    1,600百万円（前年同期比 25.7％減）     
  経常利益    1,650百万円（前年同期比 24.0％減）     
  当期純利益    920百万円（前年同期比 13.6％減）     

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
当第３四半期連結会計期間を含む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しておりま
す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場
合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 
 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。 

  

①第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成
19年３月14日)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 平成19年３月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半
期連結財務諸表を作成しております。 

②商品、仕掛品、貯蔵品の評価基準及び評価方法の変更 
従来、商品については移動平均法による原価法、仕掛品については個別法による原価法、貯蔵品
については最終仕入原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、
下記の方法にて算定しております。 
また、従来一部の子会社において、商品の評価方法として先入先出法を採用しておりましたが、
当該会計基準が適用されたことを機に親会社との会計処理基準の統一を図るため、下記の方法に
変更しております。 

 
 なお、これにより損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
処理を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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））を適用し、通常の売買取
引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が前連結会計年度以
前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の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。 
なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。 

④連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する取扱い 
第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面
の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 
なお、これにより損益に与える影響はありません。 

  

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 
  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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 
  会計処理基準に関する事項の変更

・商品 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・仕掛品 個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品 最終仕入原価法 
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,475 4,018

受取手形及び売掛金 2,439 5,452

有価証券 － 400

商品及び製品 11 10

仕掛品 1,326 818

原材料及び貯蔵品 2 2

繰延税金資産 173 165

その他 576 412

貸倒引当金 △16 △40

流動資産合計 9,988 11,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,012 993

減価償却累計額 △648 △624

建物及び構築物（純額） 364 368

土地 228 228

リース資産 4 －

減価償却累計額 △0 －

リース資産（純額） 3 －

その他 215 206

減価償却累計額 △110 △90

その他（純額） 105 116

有形固定資産合計 702 713

無形固定資産   

のれん 1 2

ソフトウエア 571 550

その他 5 6

無形固定資産合計 578 558

投資その他の資産   

投資有価証券 42 46

繰延税金資産 317 319

差入保証金 1,171 1,202

その他 334 364

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 1,866 1,931

固定資産合計 3,146 3,204

資産合計 13,135 14,445
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 611 1,705

リース債務 1 －

未払法人税等 43 671

繰延税金負債 7 7

賞与引当金 806 213

役員賞与引当金 22 32

製品保証引当金 18 41

未払金 177 477

その他 966 958

流動負債合計 2,654 4,108

固定負債   

リース債務 2 －

退職給付引当金 768 708

役員退職慰労引当金 110 124

永年勤続慰労引当金 56 53

その他 15 13

固定負債合計 955 899

負債合計 3,610 5,007

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,348 1,348

資本剰余金 2,219 2,219

利益剰余金 5,351 5,249

自己株式 △17 △17

株主資本合計 8,901 8,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 －

為替換算調整勘定 △69 △65

評価・換算差額等合計 △72 △65

少数株主持分 696 703

純資産合計 9,525 9,437

負債純資産合計 13,135 14,445

7

キヤノンソフトウェア㈱　（9623）　平成21年12月期 第3四半期決算短信



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 17,061

売上原価 12,936

売上総利益 4,125

販売費及び一般管理費 3,448

営業利益 676

営業外収益  

受取利息 14

受取保険料 8

その他 13

営業外収益合計 36

営業外費用  

その他 1

営業外費用合計 1

経常利益 712

特別利益  

貸倒引当金戻入額 24

その他 4

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産除却損 1

事務所移転費用 10

その他 0

特別損失合計 12

税金等調整前四半期純利益 728

法人税等 341

少数株主利益 8

四半期純利益 378
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 728

のれん償却額 0

減価償却費 300

賞与引当金の増減額（△は減少） 593

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 0

固定資産除却損 2

売上債権の増減額（△は増加） 3,011

たな卸資産の増減額（△は増加） △507

仕入債務の増減額（△は減少） △1,094

その他 △469

小計 2,625

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △2

有形固定資産の取得による支出 △54

無形固定資産の取得による支出 △247

その他 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △260

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △0

配当金の支払額 △276

少数株主への配当金の支払額 △15

自己株式の増減額（△は増加） △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,057

現金及び現金同等物の期首残高 4,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,475
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 第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年
３月14日)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 平成
19年３月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を
作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 当社グループの事業区分は、サービスの性質、経営戦略での位置付け等を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要なサービス 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別のセグメ
ント情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、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】

エンジニアリ
ング事業 
(百万円)

ソリューショ
ン事業 
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,510 9,550 17,061 ― 17,061

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,510 9,550 17,061 ― 17,061

  営業利益 544 132 676 ― 676

事業区分 主要なサービス

エンジニアリング事業
機器組込みソフトウェアの開発
製造・技術系アプリケーションソフトウェアの開発 
製造・技術系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

ソリューション事業
ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発
顧客情報システムの運用・保守等 
ビジネス系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

(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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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

１. （要約）四半期連結損益計算書 
前第 3四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 9 月 30 日) 

             （単位：百万円） 

期  別  

 
科  目 

前年同四半期 

（平成 20 年 12 月期第 3 四半期）

金額 

Ⅰ 売上高 17,568

Ⅱ 売上原価 12,818

売上総利益 4,750

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,682

営業利益 1,068

Ⅳ 営業外収益 38

受取利息 21

その他 16

Ⅴ 営業外費用 23

その他 23

経常利益 1,083

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 236

固定資産除却損 17

本社移転関連費用 129

過年度永年勤続慰労引当金繰入額 61

その他 28

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 846

法人税等 370

少数株主利益 11

四半期純利益 464
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２. （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第 3四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 9 月 30 日) 

（単位：百万円） 

期  別 

科  目 

前年同四半期 

（平成 20 年 12月期第 3四半期）

金額 

Ⅰ 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 846 

減価償却費 341 

賞与引当金の増減額 573 

売上債権の増減額 2,478 

たな卸資産の増減額 △1,444 

仕入債務の増減額 △383 

その他 △360 

小 計 2,051 

利息及び配当金の受取額 21 

法人税等の支払額 △689 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,384 

  

Ⅱ 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 △405 

有形固定資産の売却による収入 13 

無形固定資産の取得による支出 △278 

差入保証金の差入による支出 △700 

差入保証金の返還による収入 314 

その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,055 

  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △276 

少数株主への配当金の支払額 △1 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △277 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 28 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 4,076 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 4,105 
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３. セグメント情報 

(1)事業の種類別セグメント情報 

前第 3四半期連結累計期間(自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平 成 20 年 9 月 30 日) 

    （単位：百万円） 

セグメント

科 目 

エンジニアリング 

事 業 

ソリューション 

事 業 
計 消去又は全社 連 結 

売  上  高  

(1) 外部顧客に対する売上高 7,463 10,105 17,568 ―  17,568
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ―  ― 

合     計 7,463 10,105 17,568 ―  17,568

営 業 費 用 6,667 9,833 16,500 ―  16,500

営 業 利 益 796 272 1,068 ―  1,068

 

（注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、サービスの性質、経営戦略での位置付け等を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要なサービス 

事業区分 主要なサービス 

エンジニアリング事業 

機器組込みソフトウェアの開発 
製造・技術系アプリケーションソフトウェアの開発 

製造・技術系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等

ソリューション事業 
ビジネスアプリケーションソフトウェアの開発 
ユーザーにおける情報システムの運用・保守等 
ビジネス系パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売等 

 
 

(2)所在地別セグメント情報 

  全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載

を省略しております。 

 

(3)海外売上高 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 
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