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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 8,111 ― 1,245 ― 1,317 ― 774 ―

20年12月期第3四半期 8,569 △0.5 1,665 11.6 1,798 9.6 1,068 10.6

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 84.35 ―

20年12月期第3四半期 116.02 ―

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 13,371 11,065 82.6 1,202.13
20年12月期 12,730 10,596 83.1 1,151.91

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  11,038百万円 20年12月期  10,577百万円

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  有  

詳細につきましては、本日発表いたしました「平成21年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

38.00 38.00

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  
詳細につきましては、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

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 10,669 △1.8 1,588 △9.3 1,670 △12.2 952 10.1 103.73



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  

（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) 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．平成21年８月７日に発表いたしました、業績予想及び配当予想は、本資料においてそれぞれ修正をしております。 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．上記に記載した予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて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。 

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 9,350,000株 20年12月期  9,350,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  167,197株 20年12月期  167,157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 9,182,830株 20年12月期第3四半期 9,212,729株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国など海外経済の回復を背景に大企業や製造業を中心に

輸出や生産の持ち直しの傾向がみられましたが、依然として設備や雇用の過剰感は残っており、業績の回復は予断

を許さない状況にあります。 

 当業界におきましても、ユーザー企業におけるＩＴ投資へのマインドの回復は遅れており、先行きについて慎重

な姿勢を崩しておりません。しかし一方で、合理化・省力化を目的とする投資意欲は潜在的にあり、新しい商品や

サービスを投入することで、いかにその需要を喚起できるか、手腕が試されております。 

 このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレータとして、多様化するお客様のニーズにフレ

キシブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの３つの重点戦略を掲げ、積

極的に営業展開を進めてまいりました。 

 具体的には、前期に減収となった反省を踏まえ、プロジェクト管理の強化による不採算案件の根絶に向け、見積

基準の再確認や管理帳票の整備によるプロジェクト別損益の把握を徹底し、リーダーが常に計画と実績の進捗を比

較し、問題がある場合は早期に対策を講じられるような管理体制の構築に努めてまいりました。 

 また、営業力の強化策として、①既存顧客や商圏に拘らず、顧客の変化を敏感に受け止めた「新商品の企画」、

②Ｊ－ＳＯＸ法に準拠した、業種別ソリューションと会計・人事業務システムの統合による「業種別ＥＲＰ」の推

進、③新規顧客の開拓や需要喚起に結びつけるためのホームページの有効活用、④全社的な営業情報共有のための

「営業日報の活性化」を掲げ、力を注いでまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高81億11百万円、営業利益12億45百万円、経常利益13億

17百万円、四半期純利益７億74百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①情報処理・ソフトウェア開発業務 

 情報処理・ソフトウェア開発業務としましては、ソフトウェア業務、システム運用業務、ファシリティサービス

業務等により、売上高は70億11百万円、営業利益は10億44百万円となりました。 

②機器販売業務 

 機器販売業務としましては、サーバ、パソコン、プリンター、周辺機器等のハードウェアの販売業務により、売

上高は８億２百万円、営業利益は１億６百万円となりました。 

③リース等その他の業務 

 リース等その他の業務としましては、各種事務用機器のリース、ビル・マンションの不動産賃貸の業務により、

売上高は２億97百万円、営業利益は95百万円となりました。 

  

  

(1)財政状態の変動状況  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は133億71百万円となり、主として売掛金の増加により前連結会計年

度末に比べて６億40百万円増加しました。総負債は23億６百万円となり、主として未払法人税等の増加により前連結

会計年度末に比べて１億71百万円増加しました。純資産は110億65百万円となり、主として連結剰余金が増加したこ

とにより、４億68百万円増加しました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが６億86百万円

の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが８億50百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが１億67

百万円の減少となりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して３

億31百万円減少し、４億45百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、主として減価償却費の発生３

億32百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、主として有形固定資産の取得

による支出５億71百万円、投資有価証券取得による支出３億31百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、主として配当金の支払額３億

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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67百万円によるものです。 

  

  

 平成21年度12月期通期連結業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ修正しております。詳細につ

きましては、本日平成21年11月９日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分する方法により算定しております。  

 ② 法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、且つ、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ため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

 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。 

 ② 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 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（企業会計基準委員会 平成18年７月５ 

日公表分 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。この変更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 445,627 776,889

受取手形及び売掛金 1,895,036 1,569,060

有価証券 93,812 112,403

商品 7,356 7,417

仕掛品 558,485 554,072

繰延税金資産 226,197 135,633

その他 112,112 51,611

貸倒引当金 △8,594 △1,540

流動資産合計 3,330,032 3,205,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,931,816 1,883,854

機械装置及び運搬具（純額） 124,613 74,928

土地 4,108,458 3,995,801

その他（純額） 457,080 467,508

有形固定資産合計 6,621,969 6,422,092

無形固定資産   

のれん 14,733 －

その他 12,645 14,243

無形固定資産合計 27,379 14,243

投資その他の資産   

投資有価証券 3,079,066 2,785,176

前払年金費用 37,974 40,300

繰延税金資産 192,709 199,834

その他 100,854 66,053

貸倒引当金 △18,653 △2,684

投資その他の資産合計 3,391,952 3,088,682

固定資産合計 10,041,302 9,525,018

資産合計 13,371,334 12,730,567
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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 275,612 397,117

短期借入金 200,000 －

関係会社短期借入金 2,079 2,079

未払法人税等 352,472 117,800

賞与引当金 423,190 205,542

役員賞与引当金 － 10,000

その他 1,012,774 1,362,831

流動負債合計 2,266,130 2,095,370

固定負債   

役員退職慰労引当金 30,498 29,452

その他 9,616 9,616

固定負債合計 40,114 39,068

負債合計 2,306,245 2,134,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,370,150 1,370,150

資本剰余金 1,302,350 1,302,350

利益剰余金 8,842,595 8,435,374

自己株式 △243,274 △243,229

株主資本合計 11,271,820 10,864,645

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △232,934 △286,812

評価・換算差額等合計 △232,934 △286,812

新株予約権 25,474 17,575

少数株主持分 728 720

純資産合計 11,065,089 10,596,128

負債純資産合計 13,371,334 12,730,567
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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 8,111,101

売上原価 5,448,138

売上総利益 2,662,962

販売費及び一般管理費 1,417,138

営業利益 1,245,823

営業外収益  

受取利息 32,205

受取配当金 64,391

雑収入 17,672

営業外収益合計 114,270

営業外費用  

支払利息 719

有価証券売却損 2,058

有価証券償還損 39,243

雑損失 241

営業外費用合計 42,262

経常利益 1,317,831

特別損失  

固定資産除却損 15,481

投資有価証券評価損 47,515

特別損失合計 62,996

税金等調整前四半期純利益 1,254,834

法人税、住民税及び事業税 595,516

法人税等調整額 △115,238

法人税等合計 480,278

少数株主利益 21

四半期純利益 774,534
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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 2,910,326

売上原価 1,852,970

売上総利益 1,057,355

販売費及び一般管理費 442,290

営業利益 615,064

営業外収益  

受取利息 12,319

受取配当金 9,617

雑収入 4,188

営業外収益合計 26,125

営業外費用  

支払利息 372

有価証券売却損 1,462

雑損失 34

営業外費用合計 1,869

経常利益 639,321

特別損失  

固定資産除却損 79

投資有価証券評価損 44,182

特別損失合計 44,262

税金等調整前四半期純利益 595,058

法人税、住民税及び事業税 316,479

法人税等調整額 △88,937

法人税等合計 227,541

少数株主利益 4

四半期純利益 367,512
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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 1,254,834

減価償却費 332,015

のれん償却額 2,266

受取利息及び受取配当金 △96,597

支払利息 719

固定資産除却損 15,481

投資有価証券評価損益（△は益） 47,515

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,023

売上債権の増減額（△は増加） △325,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,350

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,807

仕入債務の増減額（△は減少） △121,504

その他の流動負債の増減額（△は減少） △127,540

その他 23,464

小計 968,542

利息及び配当金の受取額 74,001

利息の支払額 △833

法人税等の支払額 △355,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 686,223

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 △571,638

投資有価証券の取得による支出 △331,560

投資有価証券の売却による収入 1,713

有価証券の償還による収入 70,752

のれんの取得による支出 △17,000

貸付けによる支出 △2,800

貸付金の回収による収入 420

投資活動によるキャッシュ・フロー △850,113

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） 200,000

配当金の支払額 △367,313

その他 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △331,262

現金及び現金同等物の期首残高 776,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 445,627
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、事業内容の実態を勘案して区分しております。 

２．各区分に属する主要な内容 

イ．情報処理・ソフトウェア開発業務 

① ソフトウェア開発業務［ＯＡ（オフィスオートメーション）系管理業務を中心としたアプリケーショ

ン開発、通信制御系等のソフトウェア開発等］ 

② システム運用業務（システム開発後のシステム運用に係わる業務） 

③ ファシリティサービス業務（エントリー業務の受託・運営管理、キーパンチャー派遣等） 

ロ．機器販売業務 

各種ＰＣ（パーソナルコンピュータ）及び周辺機器の販売 

ハ．リース等その他の業務 

コンピュータ関連、各種事務機器及び不動産の賃貸 

  

  

  

 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

（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〕

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                          

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 2,588,383 224,874  97,069  2,910,326  －  2,910,326

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  140  417  557 ( ) 557       －

計  2,588,383  225,015  97,486  2,910,884 ( ) 557  2,910,326

営業利益  539,360  46,575  29,128  615,064  －  615,064

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                           

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 7,011,483  802,242  297,375  8,111,101      －  8,111,101

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 878  462  1,249  2,589 ( ) 2,589       －

計  7,012,361  802,704  298,625  8,113,690 ( ) 2,589  8,111,101

営業利益  1,044,058  106,655  95,109  1,245,823    －  1,245,823

〔所在地別セグメント情報〕
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（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）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）  

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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  8,569,362

Ⅱ 売上原価  5,576,009

売上総利益  2,993,352

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,328,329

営業利益  1,665,023

Ⅳ 営業外収益  169,191

 １．受取利息   39,161

 ２．受取配当金  118,172

 ３．雑収入  11,857

Ⅴ 営業外費用  35,717

 １．支払利息  628

 ２．投資有価証券売却損  32,071

 ３．雑損失  3,017

経常利益  1,798,497

Ⅵ 特別損失  31,354

 １．固定資産除却損  31,354

税金等調整前四半期純利益  1,767,142

法人税、住民税及び事業税  749,259

法人税等調整額 △51,003

少数株主損益（減算）  26

四半期純利益  1,068,859
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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（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  1,767,142

 減価償却費  287,524

 受取利息及び受取配当金 △157,334

 支払利息  628

 固定資産除却損  31,354

 貸倒引当金増減額  2,621

 売上債権の増減額 △400,394

 たな卸資産の増減額 △150,341

 その他の流動資産増減額 △42,762

 仕入債務の増減額 △91,260

 その他の流動負債増減額  38,513

 退職給付引当金増減額 △27,618

 その他  39,246

小計  1,297,320

 利息及び配当金の受取額  130,498

 利息の支払額 △628

 法人税等の支払額 △805,884

営業活動によるキャッシュ・フロー  621,305

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 固定資産の取得による支出 △508,568

 投資有価証券取得による支出 △366,003

 投資有価証券売却による収入  79,727

 関係会社株式売却による収入  17,812

 関係会社株式取得による支出 △27,600

 貸付金の回収による収入  180

投資活動によるキャッシュ・フロー △804,451

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  102,079

 配当金の支払 △368,962

 その他 △29,969

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,852

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △479,998

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  1,133,995

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  653,997
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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） 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

情報処理・ソ
フトウェア開

発業務 
（千円） 

機器販売業務
（千円） 

リース等その
他の業務 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  7,066,374  1,177,487  325,500  8,569,362 ( －)  8,569,362

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,016  526  1,612  7,154 (7,154)  －

     計  7,071,390  1,178,013  327,113  8,576,517 (7,154)  8,569,362

営業費用  5,643,266  998,606  269,621  6,911,494 (7,154)  6,904,339

営業利益  1,428,124  179,406  57,491  1,665,023 ( －)  1,665,023
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