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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,754 △8.6 90 △48.7 97 △46.8 53 △48.7

21年3月期第3四半期 1,919 ― 176 ― 182 ― 103 ―

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 2,381.34 ―

21年3月期第3四半期 4,643.37 ―

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 2,088 1,498 71.8 67,283.17
21年3月期 2,191 1,445 66.0 64,901.83

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,498百万円 21年3月期  1,445百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 2,531 △5.2 238 △22.6 244 △22.0 139 △22.7 6,240.18
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 22,275株 21年3月期  22,275株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 22,275株 21年3月期第3四半期 22,275株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、当社が現在入手可能な情報及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り大きく異なる可能性がありますのでご了承ください。 

－2－



  当第３四半期（９か月）における我が国の経済は、各国での金融財政対策により回復基調にあるとはいえ、企業収

益の悪化による設備投資の低迷や雇用環境の悪化による個人消費の冷え込みなど、引き続き厳しい状況が続きまし

た。また、円高の進行や需要不足によるデフレの長期化が予想されるなど先行きに対する不安は強く、今後の見通し

は依然として予断を許さない状況であると思われます。 

 情報産業分野においては、短納期・低コストといった事業環境が一層顕著になり、Webシステムの重要性は高まっ

ているものの、各企業の設備投資は極めて低調であり、新規案件へのIT投資の延期や見直しを行うお客様が増加する

など、引き続き厳しい環境となりました。 

 このような情勢のもと、当社は「市場におけるプレゼンス確立」として、株式会社富士キメラ総研発行の「2009 

パッケージソリューション・マーケティング便覧」 において昨年度に引き続き２年連続国内ワークフロー市場分野

で第１位を獲得しました。 

 また、「積極的な製品強化の投資」を実施し、Webサービス対応や全文検索機能などの各種機能を強化した「文書

管理システム－QuickBinder版」をリリースし、従来より一層、情報資産の柔軟な共有・活用とリスク管理の実現を

可能にしました。 

  この結果、当社の平成22年３月期第３四半期（９か月）の業績につきましては、売上高 千円（前年同期

比 8.6％減）、営業利益 千円（前年同期比 48.7％減）、経常利益 千円（前年同期比 46.8％減）、四半

期純利益 千円（前年同期比 48.7％減）となりました。 

 事業部門別の業績は、次のとおりです。 

① パッケージ事業 

 基盤製品及びアプリケーション群ともに堅調に推移し、また保守についても順調に推移し、売上高は1,017,467千

円（前年同期比 10.9％増）となりました。 

② サービス事業 

 「intra-mart」を利用したシステム開発やコンサルティングなどの周辺サービスは、新規案件の延期や中断に伴い

システム開発の新規案件の受注が伸びず、また、コンサルティングサービスに関する受注単価の減少などの影響によ

り売上高は691,229千円（前年同期比 26.7％減）となりました。 

③ その他の事業 

 上記２事業に関連するソフトウェア及びハードウェアの販売等となり、当初の見込みのとおり45,848千円（前年同

期比 21.3％減）となりました。 

  

（当社の四半期業績の特性について）  

 当社のパッケージ事業及びサービス（コンサルティング、システム開発等）事業は、一般企業を対象としており、

事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、システムの導入・検収が年度の節目である９月及び３月

に集中する傾向にあります。後述のとおり当事業年度よりサービス事業の一部の売上高の計上基準については、工事

進行基準を適用しておりますが、売上高の大半が工事完成基準（検収基準）である当社の業績にも季節的変動があ

り、売上高、利益とも第２、４四半期に集中する傾向があります。  

  当第３四半期末における総資産は、出資に伴う投資有価証券の取得等による固定資産の増加があったものの、期末

債権の入金・支払等による流動資産・負債の減少により、前事業年度末に比べ102,990千円減少し、 千円と

なりました。 

 また、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期末売上債権の入金等があっ

たものの、税金の支払いや出資に伴う投資有価証券の取得等により、前事業年度末に比べ117,609千円減少し、

千円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は278,427千円（前年同四半期は490,435千円の獲得）となりました。 

 これは主に、前期末に計上された売上債権が減少したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は396,036千円（前年同四半期は324,077千円の使用）となりました。 

 これは主に、販売用ソフトウェアの取得と出資に伴う投資有価証券の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による資金の動きはありませんでした。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

1,754,545

90,630 97,044

53,044

２．財政状態に関する定性的情報

2,088,055

670,869
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 当第３四半期累計期間における業績の進捗状況や、情報サービス産業における市場動向等を踏まえ業績予想の見直

しを行った結果、平成22年３月期の通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

  

  

１．簡便な会計処理  

 ・固定資産の定率法に基づく減価償却費の算定方法は、当第３四半期会計期間を含む事業年度に係る減価償却

  費の額を期間按分して算定しております。 

 ・法人税等については、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算定しております。なお、永久差

  異及び重要な一時差異等については、算定上考慮しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。   

  

 受注制作のソフトウェアに係る収益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）を第１四半期会計期間から適用し、第１四半期会計

期間に着手した工事契約から、当第３四半期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工事

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、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。  

 これにより、売上高は30,938千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ5,891千円

増加しております。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 670,869 788,479

売掛金 224,629 434,330

未収入金 27,698 2,355

商品及び製品 252 －

仕掛品 7,162 560

原材料及び貯蔵品 3,779 1,941

前渡金 1,864 40,042

前払費用 47,539 52,845

繰延税金資産 24,866 24,866

関係会社短期貸付金 45,000 25,000

未収還付法人税等 39,470 －

その他 590 582

貸倒引当金 △96 △463

流動資産合計 1,093,626 1,370,540

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,610 19,610

減価償却累計額 △14,705 △12,275

建物（純額） 4,905 7,335

工具、器具及び備品 24,565 23,795

減価償却累計額 △15,186 △13,100

工具、器具及び備品（純額） 9,379 10,694

有形固定資産合計 14,284 18,030

無形固定資産   

ソフトウエア 402,526 261,775

ソフトウエア仮勘定 194,918 257,470

その他 148 194

無形固定資産合計 597,593 519,440

投資その他の資産   

投資有価証券 100,000 －

関係会社株式 10,000 10,000

関係会社出資金 125,533 125,533

従業員に対する長期貸付金 2,429 2,913

敷金及び保証金 90,087 90,087

繰延税金資産 54,499 54,499

投資その他の資産合計 382,550 283,034

固定資産合計 994,429 820,505

資産合計 2,088,055 2,191,046
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,514 219,582

未払金 66,579 34,894

未払法人税等 2,741 109,191

未払消費税等 4,271 16,450

前受金 313,092 295,865

預り金 11,669 3,294

賞与引当金 8,062 28,391

流動負債合計 532,931 707,670

固定負債   

退職給付引当金 56,391 37,687

固定負債合計 56,391 37,687

負債合計 589,323 745,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,262 516,262

資本剰余金 446,262 446,262

利益剰余金 536,207 483,163

株主資本合計 1,498,732 1,445,688

純資産合計 1,498,732 1,445,688

負債純資産合計 2,088,055 2,191,046
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,919,106 1,754,545

売上原価 1,175,751 1,056,284

売上総利益 743,355 698,260

販売費及び一般管理費   

給料 125,122 139,806

賞与 30,552 31,646

賞与引当金繰入額 3,641 3,633

役員報酬 59,483 63,236

法定福利費 27,926 27,175

退職給付費用 5,555 9,373

広告宣伝費 34,796 26,533

研究開発費 15,538 17,923

減価償却費 7,606 6,665

地代家賃 40,414 40,921

貸倒引当金繰入額 51 －

業務委託費 127,221 142,823

その他 88,672 97,890

販売費及び一般管理費合計 566,583 607,630

営業利益 176,771 90,630

営業外収益   

受取利息 388 205

固定資産売却益 － 708

貸倒引当金戻入額 － 366

協賛金収入 4,850 5,150

その他 350 6

営業外収益合計 5,588 6,437

営業外費用   

固定資産除却損 65 18

その他 － 5

営業外費用合計 65 23

経常利益 182,294 97,044

税引前四半期純利益 182,294 97,044

法人税等 78,863 43,999

四半期純利益 103,431 53,044

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート　（3850）　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－7－



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 650,058 607,878

売上原価 365,839 361,362

売上総利益 284,219 246,516

販売費及び一般管理費   

給料 42,688 47,408

賞与 8,463 6,987

賞与引当金繰入額 3,641 3,633

役員報酬 21,078 21,078

法定福利費 9,359 8,909

退職給付費用 1,596 2,207

広告宣伝費 22,640 19,691

研究開発費 6,005 9,137

減価償却費 2,433 2,548

地代家賃 13,333 13,824

貸倒引当金繰入額 51 －

業務委託費 49,757 50,350

その他 34,559 33,033

販売費及び一般管理費合計 215,610 218,811

営業利益 68,609 27,704

営業外収益   

受取利息 38 124

固定資産売却益 － 86

貸倒引当金戻入額 △73 1

協賛金収入 4,850 5,150

その他 347 0

営業外収益合計 5,162 5,363

営業外費用   

固定資産除却損 34 18

その他 － 5

営業外費用合計 34 23

経常利益 73,736 33,044

税引前四半期純利益 73,736 33,044

法人税等 31,839 15,742

四半期純利益 41,897 17,302
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 182,294 97,044

減価償却費 182,852 196,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51 △366

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,263 18,704

受取利息及び受取配当金 △388 △205

為替差損益（△は益） － 5

無形固定資産売却損益（△は益） － △708

有形固定資産除却損 65 18

無形固定資産除却損 － 140

売上債権の増減額（△は増加） 334,963 209,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,482 △8,692

仕入債務の増減額（△は減少） △97,702 △87,258

未払金の増減額（△は減少） 11,048 32,270

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,657 △12,178

その他の資産の増減額（△は増加） △17,357 18,140

その他の負債の増減額（△は減少） 38,886 4,587

小計 629,838 467,456

利息及び配当金の受取額 388 205

法人税等の支払額 △139,791 △189,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 490,435 278,427

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 △1,534 △1,408

無形固定資産の取得による支出 △293,521 △473,103

無形固定資産の売却による収入 － 197,998

子会社株式の取得による支出 △10,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △100,000

貸付けによる支出 △35,000 △20,000

貸付金の回収による収入 20,468 475

その他 △4,490 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △324,077 △396,036

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,357 △117,609

現金及び現金同等物の期首残高 639,049 788,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 805,407 670,869
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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