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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 7,572 △28.1 375 △63.2 391 △62.9 218 △64.0
21年3月期第3四半期 10,527 ― 1,021 ― 1,055 ― 605 ―

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 3,180.04 ―
21年3月期第3四半期 8,829.75 ―

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 9,429 8,457 89.7 123,296.93
21年3月期 9,962 8,420 84.5 122,765.70

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,457百万円 21年3月期  8,420百万円

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 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年3月期 ― 1,250.00 ―
22年3月期 

（予想）
1,250.00 2,500.00

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  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

通期 11,000 △21.7 400 △70.2 400 △71.3 230 △71.6 3,353.21
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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  無  

(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．その他をご覧ください。 

(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 68,591株 21年3月期  68,591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 68,591株 21年3月期第3四半期 68,591株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・将来に関する記述等についてのご注意 
業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、４ページ ・定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第３四半期におけるわが国経済は、緩やかながら徐々に回復しつつあります。しかしながら、その一

方で11月には円相場が14年ぶりに1ドル84円台に急伸するなど輸出依存度の高い日本企業にとっては業績

を左右する不安定要因となっております。また、エコ減税などの景気対策による一部消費財の伸長や在庫

調整の反動も追い風となった企業の生産増もその効果の息切れにより再び鈍化あるいは減速となる可能性

が指摘されております。さらに、多くの企業においては、これまで進めてきたコスト削減や事業再編など

の体質強化の対応について概ね一巡してきたことなどから、本業を回復させるための施策の実行段階へと

移っております。また、対応の遅れている雇用環境の改善については、高齢化社会に向けて介護の分野で

人材不足が取沙汰されてはいるものの、その他の産業への波及が進むためには、まだまだ課題も山積して

いるというのが現状であります。 

このような環境のもと、顧客企業の情報化投資については、慎重姿勢が長期化するものと予想しており

ましたが、次期システムへの切り替えや企業の再編にともなうシステム統合案件など具体化するものも出

始めております。このように、顧客企業が選別投資を続ける中でも、テーマによって新規あるいは凍結案

件の再開の動きが見えてきたことは、当業界が回復軌道に転じるものとして大いに期待のかかるところで

あります。 

当社においては、売上規模の 大化に向けて、顧客企業の投資ニーズを的確に把握し、迅速な提案を行

うことにより案件化を進めております。また、企業活動において業務効率化や生産性向上のための情報化

投資を含む設備投資は避けて通れないことから、引き続き案件の芽となる情報収集を積極的に行ってまい

ります。さらに、課題のひとつであった要員の不稼動についても要員構成の見直しや適正配置により解消

傾向にあり、その他全社的なコスト削減も進めた結果、収益性は改善してきております。 

  

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、7,572百万円（前年同期比△28.1％）、営業利益は、375百万円（前年同期比△63.2％）、経

常利益は、391百万円（前年同期比△62.9％）、四半期純利益は、218百万円（前年同期比△64.0％）とな

りました。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ533百万円減少し、9,429百万円（前事業年度末比△5.4％）とな

りました。 

流動資産の減少502百万円は、主に前事業年度３月末検収案件の回収等による売掛金の減少850百万

円によるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ570百万円減少し、972百万円（前事業年度末比△37.0％）となり

ました。これは主に、買掛金、未払法人税等及び賞与引当金の減少によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 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〉

〈負債〉
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純資産合計は、前事業年度末に比べ36百万円増加し、8,457百万円（前事業年度末比＋0.4％）とな

りました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、387百万円（前年同期比＋432百万円）となりました。これ

は主に、営業収入が減少した一方で、外注費の支払及び購入による支出や法人税等の支払額が減少し

たことによるものであります。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、△546百万円(前年同期比△539百万円)となりました。これ

は主に有価証券の取得による支出が増加したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△161百万円(前年同期比＋14百万円)となりました。これ

は配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

321百万円減少し、5,894百万円となりました。 

  

当初の予定と異なる時期に納品・検収が行われることによって売上計上の時期が変動する可能性があり

ますが、現時点においては、平成21年10月23日に発表しました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

請負契約によるシステム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（検収

基準）を適用しておりましたが、第１四半期会計期間から「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）を適用し、第１四半期会計期間に着手したプロジェクトから、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プロジェクト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、その他のプロジェクトについては工事完成基準（検収基

準）を適用しております。 

 これにより、売上高は33百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益

は、それぞれ6百万円増加しております。 

〈純資産〉

(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〉

〈投資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〉

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

請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準の適用 

㈱ＪＩＥＣ（4291）　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 4 －



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 2,714,283 2,291,292

関係会社預け金 3,079,994 3,924,483

売掛金 1,548,575 2,399,343

有価証券 599,887 －

仕掛品 157,366 72,073

未収還付法人税等 188,163 －

その他 340,504 444,105

流動資産合計 8,628,776 9,131,298

固定資産   

有形固定資産 41,364 49,796

無形固定資産 84,378 54,470

投資その他の資産   

前払年金費用 184,706 219,593

その他 490,040 507,679

投資その他の資産合計 674,746 727,272

固定資産合計 800,490 831,540

資産合計 9,429,267 9,962,839

負債の部   

流動負債   

買掛金 239,466 378,966

未払法人税等 － 103,604

賞与引当金 335,259 655,534

その他 319,157 305,281

流動負債合計 893,882 1,443,386

固定負債   

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 65,320 85,826

固定負債合計 78,324 98,830

負債合計 972,207 1,542,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,147,910 7,101,265

株主資本合計 8,462,979 8,416,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,919 4,288

評価・換算差額等合計 △5,919 4,288

純資産合計 8,457,059 8,420,622

負債純資産合計 9,429,267 9,962,839
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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 10,527,036 7,572,999

売上原価 8,161,906 5,940,626

売上総利益 2,365,129 1,632,372

販売費及び一般管理費 1,343,710 1,256,480

営業利益 1,021,419 375,892

営業外収益   

受取利息 30,683 19,085

その他 9,353 4,067

営業外収益合計 40,036 23,153

営業外費用   

支払手数料 6,302 5,154

リース解約損 － 2,219

営業外費用合計 6,302 7,374

経常利益 1,055,152 391,671

特別損失   

固定資産除却損 1,131 －

特別損失合計 1,131 －

税引前四半期純利益 1,054,021 391,671

法人税、住民税及び事業税 165,577 40,117

法人税等調整額 282,802 133,431

法人税等合計 448,380 173,548

四半期純利益 605,641 218,122
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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   

営業収入 11,107,541 8,362,387

外注費の支払及び購入による支出 △4,381,962 △2,405,743

人件費の支出 △5,045,882 △4,522,775

その他の営業支出 △915,186 △933,006

小計 764,510 500,861

利息及び配当金の受取額 32,064 21,917

法人税等の支払額 △841,678 △135,514

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,103 387,264

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △699,665

有価証券の売却による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △9,233 △7,473

無形固定資産の取得による支出 △947 △39,926

敷金及び保証金の差入による支出 △110 △150

敷金及び保証金の回収による収入 3,207 383

関係会社貸付けによる支出 － △1,500,000

貸付金の回収による収入 － 1,500,000

その他 △70 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,152 △546,792

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △176,364 △161,921

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,364 △161,921

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △228,620 △321,449

現金及び現金同等物の期首残高 5,856,709 6,215,776

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,628,088 5,894,326
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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) 

該当事項はありません。  

  

  

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)                (単位：千円) 

 
  

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 674,184 640,884 7,101,265 8,416,334

当第３四半期会計期間末までの変動額

 剰余金の配当 △171,477 △171,477

 四半期純利益 218,122 218,122

当第３四半期会計期間末までの変動額合計 46,644 46,644

当第３四半期会計期間末残高 674,184 640,884 7,147,910 8,462,979
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 当第３四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

  

 当第３四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第３四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品   目 生 産 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 7,481,793 △29.4％ 

(2) 受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前年同四半期比 前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 8,172,284 △24.0％ 2,126,105 11.2％ 

製 品 販 売 154,515 △35.2％ 142,438 △9.1％ 

合   計 8,326,800 △24.2％ 2,268,543 9.7％ 

(3) 販売実績

品   目 販 売 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 7,396,500 △28.6％ 

製 品 販 売 176,499 5.8％ 

合   計 7,572,999 △28.1％ 
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