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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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 ％

22年6月期第1四半期 650 △40.8 △164 ― △165 ― △92 ―
21年6月期第1四半期 1,099 ― 14 ― 28 ― 23 ―

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

22年6月期第1四半期 △374.49 ―
21年6月期第1四半期 93.38 ―

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

22年6月期第1四半期 4,755 3,915 82.3 15,867.85
21年6月期 5,011 4,117 82.2 16,684.38

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  3,915百万円 21年6月期  4,117百万円

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

21年6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,640 △40.8 △389 ― △389 ― △124 ― ―

通期 5,003 △9.5 150 △34.4 163 △30.7 176 △6.3 713.18

- 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  

(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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は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」をご覧ください。 

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） 22年6月期第1四半期 263,400株 21年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  16,618株 21年6月期  16,618株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 246,782株 21年6月期第1四半期 246,782株
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【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 

当社の企業集団は、当社、子会社２社で構成されており、ソフトウェアの開発、販売、保守とハードウ

ェアの販売を主な事業内容としています。 

当第１四半期連結会計期間の国内経済情勢は、世界的な金融危機の影響からは徐々に立ち直りつつある

と見られながらも先行きの見通しは不透明な状態が続いており、特に個人消費は、厳しい雇用と所得環境

のなかで弱い動きで推移してきました。 

当社の主要な事業領域であるクレジットカードや証券、金融の各業界においても、厳しい収益状況を背

景としてシステム投資等を抑制する傾向に大きな変化は見られませんでした。 

こうした厳しい事業環境において、当社は既存顧客を中心として積極的に事業を進めてきました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高 650 百万円（前年同四半期比 40.8％減）、経常

損失 165 百万円（前年同四半期は 28 百万円の経常利益）、四半期純損失 92 百万円（前年同四半期は 23 百

万円の四半期純利益）となりました。 

前年同期比減収減益ながらも当初計画どおりの進捗状況であり、平成 21 年８月 12 日に発表した業績予

想の変更はありません。 

当第１四半期連結会計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

  カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びに「NET+１」パッケージ販売やハードウェア販売等により、当第１

四半期連結会計期間の売上高は 281 百万円（前年同四半期比 60.1％減）、営業利益は 65 百万円（前年同

四半期比 77.7％減）となりました。 

  クレジットカード会社各社は、前述の経済情勢に加えて、今後も増加する可能性のある利息制限法改

正による過払い金返還請求への対応等非常に厳しい経営環境にあるため、システム投資は全般に抑制さ

れる傾向が強く、また、賃金業法及び割賦販売法の改正に対応するためのシステム投資が優先的に実施

されるため、当業務の収益は特に大きな影響を受けています。 

 

・システムソリューション業務 

  システムソリューション業務においては、当社の主要顧客である証券会社等からのシステム開発受託

及びシステム保守並びに当社開発製品の販売等により当第１四半期連結会計期間の売上高は 255 百万円

（前年同四半期比 9.1％増）、営業利益は 23 百万円（前年同四半期比 1,070.1％増）となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセキュ

リティ製品の販売等により当第１四半期連結会計期間の売上高は 114 百万円（前年同四半期比 28.9％減）、

営業損失は 128 百万円（前年同四半期は 112 百万円の営業損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ256百万円減少し、4,755

百万円になりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 120 百万円減少し、3,006 百万円となり

ました。これは主に、たな卸資産 282 百万円の増加がありましたが、受取手形及び売掛金 544 百万円の

減少があった為であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 135 百万円減少し、1,749 百万円とな

りました。これは主に繰延税金資産 136 百万円の減少によるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 54 百万円減少し、840

百万円となりました。これは主に、買掛金 100 百万円の減少及び賞与引当金 42 百万円の増加によるもの

であります。 
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 201 百万円減少し、

3,915 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 215 百万円の減少によるものであります。 

 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,684 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて、538 千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、13 百万円（前年同四半期

比 78.3％減）の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失 145 百万円がありましたが、

売上債権の減少額 526 百万円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、66 百万円（前年同四半期

は 31 百万円の支出）の収入となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入 62 百万円、匿

名組合からの分配額 21 百万円の収入があった為であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、77 百万円（前年同四半期

は 67 百万円の支出）の支出となりました。これは、配当金の支払による 77 百万円の支出があったため

であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 21 年８月 12 日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

 

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） 

    該当事項はありません。 

 

 （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 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が無い

と認められるため、前連結会計期間末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② 棚卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  ③ 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。 

  ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    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。 
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（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 

    受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準の変更 

受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し

ておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半

期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した受注制作ソフトウェア開発契約のう

ち、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用し

ております。 

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

 

    表示方法の変更 

     前第１四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業

外収益の 100 分の 20 を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することと致しました。

なお、前第１四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は、711 千円で

あります。 

 



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１四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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,686,220 1,685,585

受取手形及び売掛金 349,697 894,354

たな卸資産 491,772 209,226

その他 482,432 348,045

貸倒引当金 △4,010 △10,250

流動資産合計 3,006,112 3,126,962

固定資産   

有形固定資産 393,182 405,154

無形固定資産 154,835 157,052

投資その他の資産   

投資有価証券 553,536 529,672

その他 745,500 891,170

貸倒引当金 △97,243 △98,017

投資その他の資産合計 1,201,793 1,322,825

固定資産合計 1,749,811 1,885,032

資産合計 4,755,924 5,011,995

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 188,896 289,820

賞与引当金 101,320 59,024

役員賞与引当金 － 24,273

受注損失引当金 150 －

その他 353,853 323,918

流動負債合計 644,221 697,036

固定負債   

退職給付引当金 140,716 143,898

役員退職慰労引当金 53,426 51,970

その他 1,661 1,685

固定負債合計 195,804 197,554

負債合計 840,025 894,591
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(単位：千円)

当第１四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21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 568,778 568,778

利益剰余金 3,784,003 3,999,812

自己株式 △1,280,609 △1,280,609

株主資本合計 3,915,922 4,131,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,461 34,913

為替換算調整勘定 △50,484 △49,241

評価・換算差額等合計 △23 △14,327

純資産合計 3,915,899 4,117,404

負債純資産合計 4,755,924 5,011,995
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 1,099,340 650,986

売上原価 611,826 481,559

売上総利益 487,514 169,426

販売費及び一般管理費 472,901 333,509

営業利益又は営業損失（△） 14,612 △164,082

営業外収益   

受取利息 1,180 373

為替差益 12,417 －

受取賃貸料 － 723

その他 1,726 2,021

営業外収益合計 15,324 3,117

営業外費用   

為替差損 － 3,089

コミットメントフィー 1,418 1,394

その他 295 289

営業外費用合計 1,713 4,773

経常利益又は経常損失（△） 28,223 △165,738

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,978 7,019

匿名組合投資利益 16,337 19,087

特別利益合計 22,316 26,106

特別損失   

固定資産除却損 － 2,823

過年度退職給付費用 13,021 －

保険解約損 － 3,518

その他 2,873 －

特別損失合計 15,895 6,341

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

34,644 △145,973

法人税、住民税及び事業税 33,648 26

法人税等調整額 △22,048 △53,582

法人税等合計 11,599 △53,555

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,044 △92,418
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

34,644 △145,973

減価償却費 21,707 23,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,450 △7,014

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,821 42,296

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,500 150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,441 △24,273

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 5,295 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,585 △3,182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,001 1,456

受取利息及び受取配当金 △1,180 △373

コミットメントフィー 1,418 1,394

固定資産除却損 － 2,823

保険解約損益（△は益） － 3,518

匿名組合投資損益（△は益） △16,337 △19,087

投資有価証券評価損益（△は益） 2,873 －

売上債権の増減額（△は増加） 363,139 526,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △280,266 △282,545

仕入債務の増減額（△は減少） 58,790 △101,666

その他 △137,427 △2,406

小計 153,672 14,177

利息及び配当金の受取額 1,014 457

コミットメントフィーの支払額 △290 △919

法人税等の支払額 △93,106 △396

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,291 13,318

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △149 △149

投資有価証券の売却による収入 － 62,980

匿名組合出資金の払戻による収入 － 21,588

有形固定資産の取得による支出 △7,037 △150

無形固定資産の取得による支出 △21,887 △11,570

保険積立金の積立による支出 △4,523 △3,422

その他 2,277 △2,502

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,320 66,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △67,126 △77,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,126 △77,611

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,041 △1,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,197 538

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,819 1,684,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,478,622 1,684,718
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 （4） 継続企業の前提に関する注記 

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

     該当事項はありません。 

 

 （5） セグメント情報 

  ａ．事業の種類別セグメント情報 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益   

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
704,140 234,045 161,154 1,099,340 ― 1,099,340

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 704,140 234,045 161,154 1,099,340 ― 1,099,340

営業利益又は営業損失(△) 293,872 2,041 △112,767 183,146 （168,534) 14,612

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      銀行、証券会社におけるトレーディング、ディーリング業務システムの構築、ミドルウェアの自社開発パッケー

ジ「RIX AGENT」と海外パッケージの販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 

３．当第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」（企業

会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。これによる各事業の損益に与え

る影響はありません。 
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    当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益   

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
281,008 255,379 114,598 650,986 ― 650,986

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 281,008 255,379 114,598 650,986 ― 650,986

営業利益又は営業損失(△) 65,599 23,889 △128,162 △38,674 （125,408) △164,082

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売 

 

  ｂ．所在地別セグメント情報 

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

    本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

に占める割合がいずれも 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。 

 

  ｃ．海外売上高 

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

    海外売上高は、いずれも連結売上高の 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。 

 

 （6） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

    該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

   生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

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

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
生産高(千円) 

構成比
（％）

生産高(千円) 
構成比
（％）

生産高(千円) 
増減率
（％）

カードビジネスのフロン
ト業務 

457,464 64.3 147,616 39.6 △309,848 △67.7

システムソリューション
業務 

169,392 23.8 188,343 50.5 18,951 11.2

セキュリティシステム 
業務 

84,905 11.9 37,088 9.9 △47,817 △56.3

合計 711,761 100.0 373,048 100.0 △338,713 △47.6

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 生産実績は、販売価格により表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

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

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
受注高(千円) 

受注残高 
（千円） 

受注高(千円)
受注残高 
（千円） 

受注高(千円) 
受注残高 
（千円） 

カードビジネスのフロン
ト業務 

892,691 1,255,540 370,781 1,180,210 △521,910 △75,330

システムソリューション
業務 

300,274 957,157 291,012 854,047 △9,262 △103,110

セキュリティシステム 
業務 

168,803 108,084 112,136 62,697 △56,667 △45,387

合計 1,361,769 2,320,781 773,931 2,096,955 △587,838 △223,826

 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

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

比較増減 
事業の種類別 

セグメントの名称 
販売高(千円) 

構成比
（％）

販売高(千円) 
構成比
（％）

販売高(千円) 
増減率
（％）

カードビジネスのフロン
ト業務 

704,140 64.1 281,008 43.2 △423,132 △60.1

システムソリューション
業務 

234,045 21.3 255,379 39.2 21,334 9.1

セキュリティシステム 
業務 

161,154 14.6 114,598 17.6 △46,556 △28.9

合計 1,099,340 100.0 650,986 100.0 △448,354 △40.8

 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

当第１四半期連結会計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 

（株）大和総研 70,253 10.8

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 




