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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 29,267 ― 1,415 ― 1,561 ― 800 ―
20年12月期第3四半期 32,830 10.5 2,730 50.3 2,888 38.5 1,657 103.5

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 40.05 ―
20年12月期第3四半期 81.59 ―

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 29,604 19,320 64.1 948.30
20年12月期 29,713 18,708 61.6 915.93

（参考） 自己資本  21年12月期第3四半期  18,963百万円 20年12月期  18,316百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年12月期 ― 16.00 ―
21年12月期 
（予想） 16.00 32.00

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  有   

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 40,000 △8.5 1,750 △46.3 1,900 △45.6 1,000 △45.8 50.01
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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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および発表日現在における仮定等に基づいて作成したものであり、不確実な要因等を含ん
でおります。上記業績予想に関する事項については添付資料をご参照ください。 
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。なお、第１四半期連結会計
期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項
第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
３．当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間より百万円単位で
記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。  

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 21,541,400株 20年12月期 21,541,400株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期 1,543,882株 20年12月期 1,543,882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 19,997,518株 20年12月期第3四半期 20,321,644株
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（１）概況 

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)におけるわが国の経済は、引き続き低調に推

移しました。情報サービス産業においても、企業のIT投資に対する慎重姿勢は継続し、新規IT投資を凍結する企業も

あるなど、厳しい状況が続きました。 

 このような状況の下、当社グループでは、年金システム領域やBPO/BTOサービスなど強みを持つ特化分野を中心に

収益の確保に努めましたが、IT投資需要の回復は期初の想定を下回る状況が続きました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間における業績は次の通りとなりました。 

売上高は第2四半期連結累計期間に引き続きBPO/BTOサービスが堅調に推移したほか、医薬向けの構築サービスが

好調に推移しました。しかしながら、前年の信託向け大型年金案件の反動減に加え、金融向け案件の減少等により、

前年同期比10.9％減少の292億67百万円となりました。 

損益面については、減収の影響に加え、複数の不採算案件が利益圧迫要因となったことなどにより売上総利益は

前年同期比22.4％減少の51億92百万円となりました。その結果、営業利益は前年同期比48.2％減少の14億15百万円、

経常利益は前年同期比45.9％減少の15億61百万円、四半期純利益は前年同期比51.7％減少の8億円となりました。 

  

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。 

  

（２）受注状況 

厳しい受注環境に加え、前年第2四半期連結累計期間に受注した複数年契約案件等の反動もありました。これによ

り、当第3四半期連結累計期間の受注高は、前年同期比19.1％減少の291億55百万円となりました。 

  

（３）セグメント別の概況 

＜システム構築サービス＞ 

前年に計上した大型年金案件の反動や金融向け案件の減少等により、システム構築サービスの当第3四半期連結累

計期間の売上高は、前年同期比20.8％減少の126億96百万円となりました。 

＜システム運用管理サービス＞ 

第2四半期連結累計期間に続き、ハードウェアを含むシステムリプレース案件の計上があったものの、サービス業

など一部既存顧客向けが減少しました。その結果、システム運用管理サービスの当第3四半期連結累計期間の売上高

は、前年同期比3.0％減少の131億68百万円となりました。 

＜BPO/BTOサービス＞ 

グループ会社を含め医薬BTOサービスが堅調に推移しました。その結果、BPO/BTOサービスの当第3四半期連結累計

期間の売上高は、前年同期比5.2％増加の34億2百万円となりました。 

    ※BPO：Business Process Outsourcing   BTO：Business Transformation Outsourcing 

  

(１)資産、負債および純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１億９百万円減少して296億４百万円とな

り、負債は、前連結会計年度末に比べて７億21百万円減少して102億84百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が１億81百万円増加したほか、評価・換算差額等が４億66百万円増加したことにより、前連

結会計年度末に比べて６億12百万円増加し、193億20百万円となりました。       

  

(２)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が15億９百万円あったほか、売上債権の減少額

が13億９百万円、法人税等の支払額が15億42百万円あったこと等により、６億93百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が７億４百万円、関係会社株式の取得によ

る支出が３億57百万円あったこと等により、７億61百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が６億20百万円、少数株主への配当金の支払額が53百万円

あったことにより、６億73百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末においては、現金および現金同等物は前連結会計年度末比７億25百万円

減少し、68億円となりました。  

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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経済環境は依然として厳しい状態が続いており、各企業におけるIT投資の抑制傾向は継続しています。こうした

なか、当社グループにおいても、当年度内での受注環境の大幅回復は難しいと判断し、平成21年2月13日発表の通期

業績予想を修正することと致しました。 

なお詳細につきましては、平成21年10月30日発表の当社開示資料「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後さまざまな要

因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

 該当事項はありません。   

  

   

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、連結会計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。 

  

  

 １．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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。なお、第１四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

 ２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、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

の切り下げの方法）に変更しております。  

   これによる損益に与える影響はありません。  

 ３．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日

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 平成６年１

月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に

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。 

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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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：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 5,499 5,816

受取手形及び売掛金 4,942 5,800

有価証券 1,615 2,622

商品 30 31

仕掛品 2,457 1,757

貯蔵品 27 57

繰延税金資産 552 366

その他 678 746

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 15,796 17,191

固定資産   

有形固定資産 744 712

無形固定資産   

のれん 1,469 1,472

その他 969 753

無形固定資産合計 2,439 2,226

投資その他の資産   

投資有価証券 7,100 5,574

繰延税金資産 1,959 2,290

その他 1,591 2,234

貸倒引当金 △27 △515

投資その他の資産合計 10,623 9,583

固定資産合計 13,808 12,522

資産合計 29,604 29,713

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,271 2,439

未払法人税等 368 1,072

賞与引当金 819 325

受注損失引当金 139 －

その他 2,077 2,716

流動負債合計 5,676 6,553

固定負債   

退職給付引当金 4,301 4,203

その他 305 248

固定負債合計 4,607 4,452

負債合計 10,284 11,005
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 13,050 12,869

自己株式 △1,632 △1,632

株主資本合計 19,089 18,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149 △299

為替換算調整勘定 △275 △292

評価・換算差額等合計 △125 △591

新株予約権 30 14

少数株主持分 326 377

純資産合計 19,320 18,708

負債純資産合計 29,604 29,713
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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：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 29,267

売上原価 24,074

売上総利益 5,192

販売費及び一般管理費 3,777

営業利益 1,415

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 126

持分法による投資利益 4

その他 36

営業外収益合計 189

営業外費用  

支払利息 1

投資事業組合運用損 19

その他 22

営業外費用合計 42

経常利益 1,561

特別利益  

貸倒引当金戻入額 23

その他 1

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除却損 36

投資有価証券評価損 28

その他 11

特別損失合計 76

税金等調整前四半期純利益 1,509

法人税、住民税及び事業税 820

法人税等調整額 △158

法人税等合計 662

少数株主利益 46

四半期純利益 800
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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 1,509

減価償却費 234

のれん償却額 79

賞与引当金の増減額（△は減少） 494

売上債権の増減額（△は増加） 1,309

たな卸資産の増減額（△は増加） △668

仕入債務の増減額（△は減少） △168

その他 △702

小計 2,087

利息及び配当金の受取額 149

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,542

営業活動によるキャッシュ・フロー 693

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

有価証券の取得による支出 △2,200

有価証券の売却による収入 2,799

有形固定資産の取得による支出 △94

無形固定資産の取得による支出 △323

投資有価証券の取得による支出 △704

子会社株式の取得による支出 △121

関係会社株式の取得による支出 △357

その他 141

投資活動によるキャッシュ・フロー △761

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △620

少数株主への配当金の支払額 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △673

現金及び現金同等物に係る換算差額 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △725

現金及び現金同等物の期首残高 7,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,800
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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。 

 なお、第１四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

     (注）事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称 

           サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。         

  

     システム構築サービス    システムコンサルティング、システム開発、システム保守、インフラ構築、パッ

ケージインテグレーション 

     システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、データセンタ

ー、ヘルプデスク/コールセンター 

         BPO／BTOサービス      ビジネスプロセス・アウトソーシング、   

                                   ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング     

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に占める日本の割合が、90％を超えているため、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） 

 海外売上高が、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〕

  

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） 

システム構築
サービス 
（百万円） 

システム運用
管理サービス

(百万円) 

BPO/BTO 
サービス 

(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高       12,696       13,168       3,402       29,267  －  29,267

(2) 
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  12,696  13,168  3,402  29,267
  

 －
 29,267

営業利益  196  1,002  216  1,415  －  1,415

〔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（百万円）

Ⅰ 売上高  32,830

Ⅱ 売上原価  26,143

売上総利益  6,687

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,956

営業利益  2,730

Ⅳ 営業外収益  225

Ⅴ 営業外費用  67

経常利益  2,888

Ⅵ 特別利益  49

Ⅶ 特別損失  28

税金等調整前四半期純利益  2,909

法人税等  1,198

少数株主利益  52

四半期純利益  1,657
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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） 

  

（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（百万円）

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   2,909

 減価償却費   187

 のれん償却費   79

 賞与引当金の増加額   644

 売上債権の減少額   1,901

 たな卸資産の増加額  △909

 仕入債務の減少額  △530

 その他  △672

小計  3,610

 利息及び配当金の受取額   172

 利息の支払額  △0

 法人税等の支払額  △1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,408

Ⅱ 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  △304

 定期預金の払戻による収入   500

 有形固定資産の取得による支出  △136

 無形固定資産の取得による支出  △266

 有価証券の取得による支出  △2,800

 有価証券の売却による収入   3,404

 投資有価証券の取得による支出  △513

 投資有価証券の売却による収入   388

 その他  △2

投資活動によるキャッシュ・フロー  268
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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（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 自己株式の取得による支出  △629

 配当金の支払額  △505

 少数株主への配当金の支払額  △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △74

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,456

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  8,779
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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） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、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） 

 海外売上高が、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。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
システム構築
サービス 
（百万円） 

システム運用
管理サービス
（百万円） 

BPO／BTO
サービス 
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  16,024  13,572  3,233  32,830  －  32,830

営業利益  1,491  1,092  147  2,730  －  2,730

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 （１）サービス別連結受注状況 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（２）サービス別連結売上高 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（３）業種別連結売上高 

                                            （単位：百万円）

 （注）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

  

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） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 受注残 金額 受注残 金額  増減率(%)

 システム構築サービス 15,696 4,303 11,789  3,190 △3,907 △24.9 

 システム運用管理サービス 16,126 7,288 13,147  6,633 △2,978 △18.5 

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 4,234 3,211 4,218 4,181 △16 △0.4 

 合計 36,057 14,803 29,155 14,006 △6,902 △19.1 

  

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） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

 システム構築サービス 16,024 48.8  12,696  43.4 △3,327 △20.8 

 システム運用管理サービス 13,572 41.3 13,168 45.0 △404 △3.0 

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 3,233 9.9 3,402 11.6 168 5.2 

 合計   32,830  100.0 29,267 100.0 △3,563 △10.9 

  

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） 

  
  
増減  
  
  
  

金額 構成比(%) 金額   構成比(%) 金額  増減率(%)

 金融 4,700 14.3 3,629  12.4 △1,071 △22.8 

 信託 4,764 14.5 3,298  11.3 △1,465 △30.8 

 医薬 6,950 21.2 7,728 26.4 777 11.2 

 食品 4,442 13.5 4,066 13.9 △376 △8.5 

 製造 2,573  7.8 1,968 6.7 △604 △23.5 

 サービス他 9,398 28.7 8,575 29.3 △823 △8.8 

 合計     32,830 100.0 29,267 100.0 △3,563 △10.9 
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