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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年12月20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3月期第3四半期 8,855 ― △406 ― △402 ― △246 ―
21年3月期第3四半期 12,602 7.7 341 ― 334 ― 181 ―

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3月期第3四半期 △13.70 ―
21年3月期第3四半期 10.06 ―

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3月期第3四半期 7,274 3,235 44.3 179.11
21年3月期 9,024 3,703 40.9 205.05

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,223百万円 21年3月期  3,690百万円

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  
 

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3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想） 0.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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 13,500 △23.4 △250 ― △250 ― △120 ― △6.66
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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）平成21年10月15日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳しくは平成22年１月21日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」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。 
 
３）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前 
 提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 18,000,000株 21年3月期  18,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  136株 21年3月期  136株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 17,999,864株 21年3月期第3四半期 17,999,900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、企業収益の大幅な悪化が続いているものの生産は
徐々に改善し設備投資も下げ止まりつつあり、輸出もアジア向けを中心に緩やかに増加基調にありま
す。しかしながら、厳しい雇用・所得環境が続く中で個人消費は低調に推移しており、デフレや金融資
本市場変動の影響が懸念される等、景気は持ち直しつつあるもののその自律的回復力は弱い状況にあり
ます。 
当社グループの属する情報サービス業界でも、企業収益の大幅な悪化や低調な個人消費の影響が遅行

して現れてきており、顧客企業の内製化や取引条件の悪化、新規投資抑制や延期の動きも長期化してお
り依然として厳しい経営環境にあります。 
このような環境の中で、当社グループは、これまで取り組んできました事業、生産、財務の３つの構

造改革の仕上げの年として盤石な経営基盤作りに努めております。 
具体的には、「販売・技術・生産」の組織改正を行い、各々の役割と責任を明確にして営業力・技術

力・生産力の強化に努めています。特に、市場と顧客を基点とした全事業を網羅した営業体制を整備
し、マーケティング機能やソリューション提案力等の営業支援体制の強化にも努め、新規顧客の獲得や
新事業領域への拡大等全社一丸となって営業攻勢に努めています。 
 また、長期化する需要減少に対応するため原価改善や間接コストの削減等の収支改善の自助努力を重
ねてきております。 
しかしながら、景気悪化に伴う大幅な需要減少はこうした営業攻勢や収支改善努力の効果も及ばず、

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は88億55百万円（対前年同四半期比29.7%減）、営業損失4
億6百万円、経常損失4億2百万円、四半期純損失2億46百万円となりました。 
  
  

当事業では、製造業以外の新規顧客獲得や事業領域拡大を図ることができ、また、製造業向けのサ
ービス事業も底堅く推移しました。しかしながら、移動体通信事業者向けシステム構築は年度後半に
入り開発案件が一巡した影響により前年同期に比べ規模が縮小し、自動車メーカー等の製造業向けビ
ジネスソリューションも企業収益の悪化に伴う情報関連投資の減少により低調に推移しました。その
結果、売上高は35億41百万円（対前年同四半期比13.9%減）となりました。 

  

当事業では、設備投資の大幅な減少が続きメカトロ分野や半導体製造装置向けの制御ソフトや生産
ライン向けのＦＡシステムの需要が大幅に減少しました。また、駅務機器向けソフトや医療機器メー
カー向け画像処理システム、自動車や家電等の民生機器向け通信・制御ソフトも低調に推移しまし
た。その結果、売上高は21億22百万円（対前年同四半期比43.9%減）となりました。 

  

当事業では、インターネットサーバ（NetSHAKERシリーズ）等のインターネット・セキュリティ関
連製品等をはじめとする文教分野向け製品は需要が堅調に推移しました。しかしながら、ハード＆ソ
フトビジネスの分野では大口案件の対応が一巡し、自治体向け情報通信基盤の構築も前年同期を大き
く下回り、医療機関向けソリューションサービスも低調に推移しました。その結果、売上高は31億92
百万円（対前年同四半期比32.2%減）となりました。 

  
  ※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、「対前年同四半期比」
は、ご参考として記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は48億10百万円（前連結会計年度末比18億25百万円減）と
なりました。これは、主として受取手形及び売掛金が18億29百万円減少したこと等によるものです。
 固定資産は24億64百万円（同75百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増加等
により投資その他の資産が1億28百万円増加したこと、減価償却等により有形固定資産が22百万円、
無形固定資産が30百万円、それぞれ減少したことによるものです。 
 この結果、資産合計は72億74百万円（同17億50百万円減）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
(1) 平成22年３月期 第３四半期連結累計期間の概況

(2) 事業別の概況
〔ビジネスソリューション事業〕

〔組込ソリューション事業〕

〔トータルソリューション事業〕

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
① 資産
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当第３四半期連結会計期間末の流動負債は20億74百万円（前連結会計年度末比13億94百万円減）と
なりました。これは、主として未払金の減少等によりその他が8億53百万円減少したこと、未払費用
が3億82百万円減少したこと等によるものです。 
 固定負債は19億63百万円（同1億12百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が1
億29百万円増加したこと、長期前受金の減少によりその他が19百万円減少したこと等によるもので
す。 
 この結果、負債合計は40億38百万円（同12億82百万円減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は32億35百万円（前連結会計年度末比4億68百万円減）
となりました。これは、主として利益剰余金が4億62百万円減少したこと等によるものです。 

  

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・フローは1億95百万円、投資活動に
よるキャッシュ・フローは△76百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△3億53百万円、現金及
び現金同等物に係る換算差額は△0百万円となり、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金
同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末より2億35百万円減少し、4億9百万円と
なりました。 
 各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 
  

営業活動により得られた資金は1億95百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の
計上4億2百万円、未払金の減少9億73百万円等があったものの、売上債権の減少18億31百万円等があ
ったことによるものです。 
  

投資活動に使用した資金は76百万円となりました。これは、主として無形固定資産の取得69百万円
等によるものです。 
  

財務活動に使用した資金は3億53百万円となりました。これは、主として配当金の支払い2億13百万
円、短期借入金の減少1億40百万円等によるものです。 

  

平成21年10月15日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳しくは平成22年１月21日公表の
「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
  
  

該当事項はありません。 
  

簡便的な会計処理 

当第３四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、第２四半期連結会計
期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

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。 

② 負債

③ 純資産

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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

① たな卸資産の評価方法

② 繰延税金資産の回収可能性の判断
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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。 

  

「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日公表分）を当連結
会計年度の第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
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそ
れぞれ513千円増加しております。 

(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
① 四半期財務諸表に関する会計基準

② たな卸資産の評価基準の変更
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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12月20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３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 409,072 644,534

受取手形及び売掛金 2,859,895 4,689,692

商品及び製品 124,929 162,110

仕掛品 783,742 716,212

原材料及び貯蔵品 37,048 27,878

その他 637,134 419,691

貸倒引当金 △41,652 △24,362

流動資産合計 4,810,170 6,635,757

固定資産   

有形固定資産 724,571 746,832

無形固定資産   

のれん 520 1,660

その他 284,432 313,715

無形固定資産合計 284,953 315,376

投資その他の資産   

前払年金費用 738,064 －

その他 716,676 1,326,583

投資その他の資産合計 1,454,741 1,326,583

固定資産合計 2,464,266 2,388,791

資産合計 7,274,437 9,024,549

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 501,952 486,619

短期借入金 60,000 200,000

未払費用 848,099 1,230,643

未払法人税等 8,061 30,276

役員賞与引当金 － 11,450

その他 656,762 1,510,301

流動負債合計 2,074,875 3,469,290

固定負債   

退職給付引当金 1,810,284 1,681,182

役員退職慰労引当金 43,679 40,983

関係会社事業損失引当金 30,000 30,000

その他 79,606 99,096

固定負債合計 1,963,570 1,851,262

負債合計 4,038,446 5,320,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,000 664,000

資本剰余金 318,000 318,000

利益剰余金 2,226,830 2,689,452

自己株式 △58 △58

株主資本合計 3,208,771 3,671,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,146 19,477

評価・換算差額等合計 15,146 19,477

少数株主持分 12,072 13,126

純資産合計 3,235,990 3,703,997

負債純資産合計 7,274,437 9,024,549
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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３月21日 
  至 平成21年12月20日) 

売上高 8,855,583

売上原価 7,264,072

売上総利益 1,591,510

販売費及び一般管理費 1,998,104

営業損失（△） △406,593

営業外収益  

受取利息 219

受取配当金 1,246

雇用助成金・奨励金 5,882

その他 1,082

営業外収益合計 8,430

営業外費用  

支払利息 719

売上債権売却損 3,236

その他 614

営業外費用合計 4,570

経常損失（△） △402,733

税金等調整前四半期純損失（△） △402,733

法人税、住民税及び事業税 2,077

法人税等調整額 △157,981

法人税等合計 △155,903

少数株主損失（△） △205

四半期純損失（△） △246,624
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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３月21日 
  至 平成21年12月20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損失（△） △402,733

減価償却費 128,871

のれん償却額 1,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,330

前払年金費用の増減額（△は増加） △148,545

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,450

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129,102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,696

受取利息及び受取配当金 △1,466

支払利息 719

売上債権の増減額（△は増加） 1,831,061

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,519

仕入債務の増減額（△は減少） 15,333

未払金の増減額（△は減少） △973,822

未払費用の増減額（△は減少） △382,544

その他 93,147

小計 258,321

利息及び配当金の受取額 1,461

利息の支払額 △601

法人税等の支払額 △70,238

法人税等の還付額 6,502

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,444

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 △11,417

無形固定資産の取得による支出 △69,086

投資有価証券の取得による支出 △927

その他 4,492

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,939

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） △140,000

配当金の支払額 △213,096

少数株主への配当金の支払額 △870

財務活動によるキャッシュ・フロー △353,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,462

現金及び現金同等物の期首残高 644,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 409,072
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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。 
  

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業
のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

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、所在地別セグメン
ト情報を記載しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間における海外売上高の合計が連結売上高の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。 

  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日）

(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３月21日 至 平成21年12月20日）

【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３月21日 至 平成21年12月20日）

【海外売上高】
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日）

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日）
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（単位 千円未満切捨て） 

 

  

【参考】

前第３四半期に係る四半期連結財務諸表
(1) (要約)前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３月21日 
 至 平成20年12月20日)

区分 金額
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 12,602,878 100.0

Ⅱ 売上原価 10,258,844 81.4

   売上総利益 2,344,034 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,002,417 15.9

   営業利益 341,616 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 549

 ２ 受取配当金 1,296

 ３ 雇用助成金・奨励金 463

 ４ 受取保険金 882

 ５ 未払配当金除斥益 675

 ６ その他 100

   営業外収益合計 3,967 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,890

 ２ 売掛債権売却損 5,658

 ３ その他 1,180

   営業外費用合計 10,729 0.0

   経常利益 334,854 2.7

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 165

 ２ 投資有価証券評価損 2,536

 ３ 関係会社事業損失引当金繰入額 5,400

 ４ 損害補償金 2,200

   特別損失合計 10,301 0.1

   税金等調整前四半期純利益 324,552 2.6

   法人税、住民税及び事業税 10,700 0.2

   法人税等調整額 131,241 1.0

   少数株主利益 1,574 0.0

   四半期純利益 181,036 1.4
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（単位 千円未満切捨て） 

 
  

(2) (要約)前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３月21日
至 平成20年12月20日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 324,552

 ２ 減価償却費 99,221

 ３ のれん償却額 24,320

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △15,836

 ５ 前払年金費用の増減額(△は増加) △171,656

 ６ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2,800

 ７ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 82,722

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △150

 ９ 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) 5,400

 10 受取利息及び受取配当金 △1,845

 11 支払利息 3,890

 12 固定資産除却損 165

 13 投資有価証券評価損 2,536

 14 売上債権の増減額(△は増加) 1,357,148

 15 たな卸資産の増減額(△は増加) △279,092

 16 仕入債務の増減額(△は減少) △167,760

 17 未払金の増減額(△は減少) △273,464

 18 未払費用の増減額(△は減少) △269,210

 19 未払消費税等の増減額(△は減少) △81,740

 20 その他 269,914

    小計 906,314

 21 利息及び配当金の受取額 1,837

 22 利息の支払額 △3,767

 23 法人税等の支払額 △144,044

 24 法人税等の還付による収入 831

   営業活動によるキャッシュ・フロー 761,171

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △14,504

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △150,896

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △914

 ４ その他 15,441

   投資活動によるキャッシュ・フロー △150,874

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(△は減少) △370,000

 ２ 自己株式の取得による支出 △12

 ３ 配当金の支払額 △198,356

 ４ 少数株主への配当金の支払額 △1,765

   財務活動によるキャッシュ・フロー △570,133

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 40,169

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 529,504

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 569,674
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