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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） 

（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、当第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 18,377 ― 2,077 ― 2,126 ― 1,158 ―

20年12月期第3四半期 21,390 19.7 2,155 6.6 2,209 7.2 981 22.9

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 2,642.28 ―

20年12月期第3四半期 2,189.44 ―

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 13,590 9,836 71.9 21,406.76
20年12月期 13,789 8,768 63.1 19,815.58

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  9,775百万円 20年12月期  8,706百万円

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

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 ― 0.00 ― 1,600.00 1,600.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

1,600.00 1,600.00

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 26,100 △7.4 3,200 23.1 3,250 21.4 1,930 175.1 4,226.60
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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、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) 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、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 

１．上記記載の業績予想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、不確定な要素を含んでおります。なお、上記の予想の前提条件そ 
  の他の関連する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「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。 

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） 21年12月期第3四半期 476,640株 20年12月期  476,640株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  20,008株 20年12月期  37,261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 438,436株 20年12月期第3四半期 448,373株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に波及し、企業収益が大幅に減少

する等、非常に厳しい状況で推移いたしましたが、当連結会計年度の後半に向けて一部製造業で生産が徐々に回復す

る動きを見せる等、景気は持ち直しの動きを見せ始めております。ただ、依然として雇用情勢の悪化、個人消費の低

迷が続いていることに加え、政権交代に伴う経済政策の転換も予想され、景気がこのまま回復するかは不透明な状況

であります。 

 このような状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は18,377百万円（前年同期比14.1％

減）、営業利益は2,077百万円（同3.6％減）、経常利益は2,126百万円（同3.8％減）、四半期純利益は1,158百万円

（同18.0％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高又

は振替高を調整前の金額で記載しております。  

 ＩＴコンサルティング事業については、大型プロジェクトの一部が予定どおりカットオーバーを迎えるなど既存プ

ロジェクトは順調に進行いたしました。他方、新規プロジェクトについては、終了したプロジェクトの落ち込みを埋

めるまでには至らず、ＩＴコンサルティング事業全体の売上高は11,844百万円（前年同期比19.1％減）となっており

ます。ただ、現在の経済環境の低迷を勘案して、当社としては利益重視の方針を採ってきており、社員中心の適正な

体制で着実なデリバリーの実現や外注費の削減等のコスト適正化が実を結び、営業利益は2,172百万円（同1.1％減）

を確保し、営業利益率は前年同期の15.0％から18.3％へと改善しております。  

 パッケージ＆サービス事業については、主たるターゲット層である中堅中小企業が景気悪化の影響を受けて業績や

資金繰りに苦吟し、投資余力がなくなってきております。このため、引き合いはあるものの受注に結びつかない、あ

るいは 終的に顧客へのリース与信が拒否されるといったケースも起こっており、その結果として稼働率が落ち込ん

だ影響や受注単価の低下により、売上高は3,309百万円（前年同期比5.2％減）となりました。また、売上の減少によ

り人件費を中心とした固定費がカバーできなかったため、営業利益は45百万円（前年同期比81.4％減）となりまし

た。 

 企業活性化・新事業開拓事業については、大部分を占める食品スーパー（魚栄商店）において販売戦略を見直し、

消費者ニーズを反映した品揃えや粗利確保を図るとともに、コスト面の見直しを進めております。この結果、景気の

影響や先行きの不透明感から個人消費が低迷していることもあり、売上高は3,467百万円（前年同期比2.7％減）と若

干減少いたしましたが、仕入先との継続的交渉による仕入価格の引き下げや自動発注システムの導入による商品管理

の徹底、不採算店の閉店・改装に加え、ムダの排除により、営業損失は76百万円（前年同期は299百万円の損失）

と、営業損失ではあるものの前年同期からは大きく改善しております。  

 なお、当連結会計年度より「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）を適用しているため、文中の前年同期比は参考として

記載しております。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は13,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ199百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、顧客から売掛金を回収したことによる売掛金の減少や有形固定資産を中心とした償却資産の減

価償却等による減少等であります。  

 また、負債は3,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,268百万円減少いたしました。その主な要因は、外注

費の抑制に伴い買掛金が減少したことや法人税等の支払いによって未払法人税等が減少したこと等であります。 

 なお、純資産は9,836百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,068百万円増加いたしました。その主な要因は、四

半期純利益の計上による利益剰余金の増加や自己株式を処分したこと等であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2,126百万円計上したことや顧客から回収し

たことによる売上債権の減少額305百万円等により、556百万円となりました。 

 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の取得による支出△284百万円や資本提携に伴う投

資有価証券の取得による支出△795百万円等により、△999百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却による収入781百万円等により、128百万円となりました。

 これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,306百

万円となりました。 

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
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 平成21年12月期の通期業績予想は、前回発表（平成21年７月31日付）の業績予想からの変更はありません。    

  

該当事項はありません。  

   

 税金費用については、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。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利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。  

  

（四半期財務諸表に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「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。 
  
（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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日以後開始する連結会計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１四半期連結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方法に

準じた会計処理に変更しております。また、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

存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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
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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：千円）

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 2,506,836 2,655,451

受取手形及び売掛金 5,300,863 5,598,580

商品及び製品 137,279 171,746

仕掛品 37,874 76,080

その他 721,636 773,318

貸倒引当金 △10,848 △53,861

流動資産合計 8,693,642 9,221,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,757,312 2,779,483

減価償却累計額 △2,145,097 △2,134,196

建物及び構築物（純額） 612,214 645,287

土地 177,037 208,965

その他 1,524,627 1,683,839

減価償却累計額 △1,173,986 △1,259,538

その他（純額） 350,641 424,301

有形固定資産合計 1,139,893 1,278,553

無形固定資産   

ソフトウエア 446,346 468,185

その他 96,350 105,204

無形固定資産合計 542,697 573,389

投資その他の資産   

投資有価証券 2,055,607 1,451,336

その他 1,297,719 1,401,560

貸倒引当金 △139,034 △136,429

投資その他の資産合計 3,214,292 2,716,467

固定資産合計 4,896,883 4,568,411

資産合計 13,590,526 13,789,726
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（単位：千円）

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   

買掛金 558,996 1,060,133

短期借入金 1,030,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 32,000 259,466

未払法人税等 476,610 1,105,532

賞与引当金 50,027 51,319

品質保証引当金 116,473 176,447

その他 1,229,911 1,465,645

流動負債合計 3,494,019 4,750,545

固定負債   

長期借入金 48,000 80,000

退職給付引当金 109,487 140,071

負ののれん 83,353 27,033

その他 18,710 24,002

固定負債合計 259,551 271,107

負債合計 3,753,571 5,021,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,495,772 2,866,178

利益剰余金 6,929,017 6,493,346

自己株式 △1,171,668 △2,252,724

株主資本合計 9,674,936 8,528,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,729 179,601

為替換算調整勘定 △1,653 △1,665

評価・換算差額等合計 100,076 177,936

少数株主持分 61,942 61,522

純資産合計 9,836,954 8,768,073

負債純資産合計 13,590,526 13,789,726
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 18,377,068

売上原価 11,843,038

売上総利益 6,534,030

販売費及び一般管理費  

役員報酬 279,682

給料及び賞与 2,160,754

研修費 187,489

研究開発費 33,604

減価償却費 149,906

採用費 47,573

のれん償却額 104,519

その他 1,493,098

販売費及び一般管理費合計 4,456,627

営業利益 2,077,402

営業外収益  

受取利息 5,718

受取配当金 6,847

負ののれん償却額 42,598

その他 34,693

営業外収益合計 89,858

営業外費用  

支払利息 8,732

持分法による投資損失 24,853

その他 7,307

営業外費用合計 40,892

経常利益 2,126,367

特別利益  

投資有価証券売却益 58,233

特別利益合計 58,233

特別損失  

固定資産売却損 6,048

固定資産除却損 1,191

投資有価証券評価損 19,220

減損損失 31,927

特別損失合計 58,387

税金等調整前四半期純利益 2,126,214

法人税等 966,069

少数株主利益 1,672

四半期純利益 1,158,472
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,392,514

売上原価 3,435,960

売上総利益 1,956,554

販売費及び一般管理費  

役員報酬 89,158

給料及び賞与 788,214

研修費 60,009

研究開発費 11,253

減価償却費 51,598

採用費 19,720

のれん償却額 33,229

その他 484,200

販売費及び一般管理費合計 1,537,383

営業利益 419,170

営業外収益  

受取利息 1,693

受取配当金 167

負ののれん償却額 14,154

その他 3,558

営業外収益合計 19,573

営業外費用  

支払利息 2,467

持分法による投資損失 33,030

その他 2,583

営業外費用合計 38,081

経常利益 400,662

特別利益  

投資有価証券売却益 1

賞与引当金戻入額 17,790

特別利益合計 17,792

特別損失  

固定資産売却損 398

固定資産除却損 667

特別損失合計 1,066

税金等調整前四半期純利益 417,388

法人税等 210,297

少数株主損失（△） 931

四半期純利益 208,022
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 2,126,214

減価償却費 402,767

減損損失 31,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,408

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,291

品質保証引当金の増減額（△は減少） △59,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,584

受取利息及び受取配当金 △12,566

支払利息 8,732

持分法による投資損益（△は益） 24,853

固定資産売却損益（△は益） 6,048

固定資産除却損 1,191

投資有価証券売却損益（△は益） △58,233

投資有価証券評価損益（△は益） 19,220

売上債権の増減額（△は増加） 305,509

たな卸資産の増減額（△は増加） 72,673

仕入債務の増減額（△は減少） △501,137

その他 △188,244

小計 2,106,695

利息及び配当金の受取額 11,997

利息の支払額 △10,937

法人税等の支払額 △1,551,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 556,754
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（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △65,323

定期預金の払戻による収入 107,812

有形固定資産の取得による支出 △132,002

有形固定資産の売却による収入 3,780

無形固定資産の取得による支出 △152,539

投資有価証券の取得による支出 △795,000

投資有価証券の売却による収入 72,016

子会社株式の取得による支出 △5,600

敷金及び保証金の差入による支出 △108,378

敷金及び保証金の回収による収入 75,017

貸付金の回収による収入 315

投資活動によるキャッシュ・フロー △999,900

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 398,000

長期借入金の返済による支出 △259,466

自己株式の取得による支出 △90,845

自己株式の売却による収入 781,000

配当金の支払額 △698,468

少数株主への配当金の支払額 △1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー 128,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,125

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,306,836
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 当連結会計年度より「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３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  

   

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） 

（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〕

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆
サービス事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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 
 3,373,649  876,277  1,142,587  5,392,514  －  5,392,514

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 600  70,080  6,463  77,143  △77,143  －

計  3,374,249  946,358  1,149,050  5,469,658  △77,143  5,392,514

営業利益又は営業損失

（△） 
 570,357  △70,066  △39,776  460,514  △41,343  419,170

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
           

資産  8,110,404  1,509,612  929,628  10,549,645  3,040,880  13,590,526

減価償却費  94,150  19,035  17,811  130,996  557  131,553

資本的支出  59,304  7,049  70,256  136,611  －  136,611

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆
サービス事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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 
 11,843,150  3,104,470  3,429,447  18,377,068  －  18,377,068

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,800  204,709  38,097  244,607  △244,607  －

計  11,844,950  3,309,180  3,467,545  18,621,676  △244,607  18,377,068

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,172,707  45,269  △76,486  2,141,490  △64,088  2,077,402

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
           

資産  8,110,404  1,509,612  929,628  10,549,645  3,040,880  13,590,526

減価償却費  288,214  68,958  43,922  401,095  1,671  402,767

減損損失  －  －  31,927  31,927  －  31,927

資本的支出  183,462  26,133  74,946  284,541  －  284,541
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 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。  

２．各区分に属する主要な製品  

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 千円であり、その主なものは、余

資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第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）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高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。  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第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％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 当社は、平成21年８月29日開催の取締役会において、ＳＧホールディングス株式会社との業務・資本提携及び

同社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を決議し、平成21年９月14日付で自己株式を処分いたしま

した。 

 この結果、資本剰余金が370,405千円、利益剰余金が19,794千円、自己株式が1,171,200千円減少しておりま

す。  

  

事業区分 事業内容

ＩＴコンサルティング

事業 

顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを本質か

ら理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使した情報システ

ムを構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス

事業 

販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソフトを

販売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受託開発を行う

ことにより、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業開

拓事業 

対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革により企

業の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築する事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や出資等

を通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術力を活用・融

合することで対象企業の価値を 大化し、あるいはその成長を加速することで

当該業界の発展に寄与していく事業 

4,757,651

〔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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「参考資料」  

前年同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（平成20年１月１日～９月30日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  21,390,167

Ⅱ 売上原価  14,287,207

売上総利益  7,102,959

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,947,959

１．役員報酬   289,406

２．給与及び賞与   2,264,026

３．研修費   215,783

４．研究開発費   58,790

５．減価償却費  164,903

６．採用費   215,868

７．のれん償却額   131,695

８．その他   1,607,486

営業利益  2,155,000

Ⅳ 営業外収益  105,679

１．受取利息   10,552

２．受取配当金   10,847

３．負ののれん償却額   42,586

４．その他   41,694

Ⅴ 営業外費用  51,452

１．支払利息   11,657

２．為替差損   15,399

３．持分法による投資損失  16,627

４．その他   7,768

経常利益  2,209,227

Ⅵ 特別利益  150,022

１．投資有価証券売却益   9,124

２．事業譲渡益   140,898

Ⅶ 特別損失  332,184

１．固定資産売却損   13,290

２．固定資産除却損   26,819

３．投資有価証券売却損   2,863

４．投資有価証券評価損   244,422

５．減損損失   44,788

税金等調整前四半期純利益  2,027,065

税金費用  1,049,277

少数株主損益  △3,897

四半期純利益  981,685

フューチャーアーキテクト株式会社（4722）平成21年12月期　第３四半期決算短信

- 13 -



前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12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 

税金等調整前四半期純利
益   2,027,065

減価償却費   574,826

貸倒引当金の増減額  △38,060

賞与引当金の増減額   81,541

退職給付引当金の増減額  29,468

品質保証引当金の増減額  108,793

受取利息及び受取配当金  △21,399

支払利息   11,657

持分法による投資損益   16,627

事業譲渡益  △140,898

固定資産売却損益   13,290

固定資産除却損   26,819

投資有価証券売却損益  △6,261

投資有価証券評価損   244,422

減損損失   44,788

売上債権の増減額  △679,553

たな卸資産の増減額  36,489

その他資産の増減額   99,174

仕入債務の増減額  △51,017

その他負債の増減額  △249,584

小計  2,128,191

利息及び配当金の受取額  19,991

利息の支払額  △14,086

法人税等の支払額  △266,116

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,867,979
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

定期預金の純増減額   31,779

有形固定資産の取得による
支出  

△319,134

有形固定資産の売却による
収入   11,150

無形固定資産の取得による
支出  

△133,609

無形固定資産の売却による
収入   354

新規連結子会社株式の取得
による収入   5,135

投資有価証券の取得による
支出  

△156,800

投資有価証券の売却による
収入   37,648

敷金保証金の増加による支
出  

△187,774

敷金保証金の回収による収
入   200,043

貸付金の純増減額  △70,751

事業譲受による支出  △80,000

事業譲渡による収入   200,000

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△461,958

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

短期借入金の純増減額  △855,000

長期借入金の返済による支
出  

△381,691

社債の償還による支出  △20,000

配当金の支払額  △426,356

少数株主への配当金支払
額  

△2,679

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,685,726

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△8,177

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△287,883

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,864,532

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現
金同等物の減少額 

△1,516

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  2,575,132
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）  

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。  

２．各区分に属する主要な製品  

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,483,068千円であり、その主なものは、余

資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

４．当四半期から「企業活性化事業」は、「企業活性化・新事業開拓事業」に名称を変更しております。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
  

ＩＴコンサル
ティング事業 
（千円） 

パッケージ
＆サービス

事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事

業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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 
14,645,391 3,248,271 3,496,494 21,390,157 10 21,390,167 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

488 243,163 65,935 309,587 △309,587 －

計 14,645,879 3,491,435 3,562,429 21,699,744 △309,577 21,390,167 

営業費用 12,448,277 3,248,535 3,861,445 19,558,257 △323,090 19,235,167 

営業利益 2,197,602 242,899 △299,015 2,141,486 13,513 2,155,000 

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
           

資産 7,761,855 2,348,051 1,272,977 11,382,885 2,458,453 13,841,339 

減価償却費 441,912 73,906 59,007 574,826 － 574,826 

資本的支出 295,896 45,511 111,335 452,743 － 452,743 

事業区分 事業内容 

ＩＴコンサルティン

グ事業 

顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを本質から

理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使した情報システムを

構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービ

ス事業 

販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソフトを販

売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受託開発を行うこと

により、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業

開拓事業 

対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革により企業

の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築する事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や出資等を

通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術力を活用・融合す

ることで対象企業の価値を 大化し、あるいはその成長を加速することで当該業

界の発展に寄与していく事業 
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    ５．営業費用の配分方法の変更 

 前連結会計年度までは、パッケージ＆サービス事業とＩＴコンサルティング事業の相互の連携が少なかった

ため、それぞれの事業に、営業費用を直課しておりました。 

 当四半期から、ＥＲＰ事業をフューチャーアーキテクト株式会社へ合併統合したうえ産業統括本部の一事業

として組織編制しました。この統合によってＩＴコンサルティング事業とパッケージ＆サービス事業の相互の

連携がより密接になったため、営業費用を両事業の全体に配賦して捉えるほうが、各セグメントの実態に即し

た営業利益となるため、営業費用を人件費に基づき按分して配賦することといたしました。 

 この配分方法の変更により、従来の方法によった場合に比べて、ＩＴコンサルティング事業の営業費用が

31,422千円増加（減価償却費が115,157千円増加し、その他の営業費用が83,735千円減少）し、パッケージ＆

サービス事業の営業費用が同額減少（減価償却費が115,157千円減少し、その他の営業費用が83,735千円増

加）しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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受注状況                                         （単位：千円） 

  

  

６．その他の情報

区分 

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） 

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） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＩＴコンサルティング事業  15,546,144  5,549,266  10,743,189  4,168,702

パッケージ＆サービス事業  3,755,102  1,198,931  2,644,916  644,434

企業活性化・新事業開拓事業  11,385  1,063  18,981  2,217

合計  19,312,632  6,749,261  13,407,086  4,815,353
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