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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） 

（注）当第３四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

(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 11,256 △3.2 4,204 53.2 5,039 19.0 2,916 29.8
21年3月期第3四半期 11,625 ― 2,744 ― 4,235 ― 2,247 ―

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 154.82 ―
21年3月期第3四半期 113.53 113.49

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 66,622 60,576 90.9 3,215.55
21年3月期 66,127 58,986 89.2 3,130.51

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  60,576百万円 21年3月期  58,986百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ― 40.00 ―
22年3月期 

（予想） 40.00 80.00

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 15,800 △2.9 5,500 20.7 6,100 15.0 3,600 38.0 191.09

- 1 -



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」をご覧ください。 

(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） 

(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 無
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 20,176,000株 21年3月期  20,176,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,337,424株 21年3月期  1,333,427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 18,839,228株 21年3月期第3四半期 19,800,080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） 
業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、実際の業績は、今後経済情勢、事業運営に
おける様々な状況変化によって、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添付資料３ページをご参照ください。 
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  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な不況が長期化する中、一部では生産の持ち直しや株価回復

などが見られたものの、内需の低迷で回復力が弱く、雇用情勢の悪化や設備投資の減少が続き、景気は厳しい状況で

推移しました。当社の属する情報サービス産業においても、企業のＩＴ投資抑制の動きは継続し、新規ＩＴ投資が凍

結する企業もあるなど厳しい状況で推移しております。  

 このような経済環境のもと、第２四半期と同様に、販売パートナー様向けの全国新製品発表会を開催し、既存顧客

を中心にビジネスを活性化させ、新規顧客の開拓も視野に入れ、販売体制強化に注力いたしました。また「原点回

帰」をスローガンに掲げて、コスト削減、生産性向上、競争力強化などのユーザーニーズにマッチしたプロダクト提

案を積極的に行いました。 

 このような活動の結果、当第３四半期累計期間における業績は次の通りとなりました。 

 売上高は、ソリューションテクノロジー（奉行シリーズ製品）が順調に推移し売上増となりましたが、関連製品

（サプライ製品等）及びサービスの売上減の影響などにより112億56百万円（前年同期比3.2％減）となりました。 

 損益面については、研究開発費及び販売費等のコスト削減効果をうけ、営業利益は42億４百万円（同53.2％増）と

なりました。また経常利益50億39百万円（同19.0％増）、四半期純利益29億16百万円（同29.8％増）については、主

に投資有価証券売却益の影響によるものであります。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、666億22百万円となり、前事業年度比4億94百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の増加27億52百万円、前受収益の減少10億36百万円等によるものであります。 

 なお、純資産額は605億76百万円となり、前事業年度末に比べ15億89百万円増加しました。自己資本比率は90.9％

と第２四半期会計期間末とほぼ同水準を維持しております。   

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。」は、320億61百万円となり、前

事業年度末と比較して22億31百万円の増加となりました。 

 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、38億63百万円（前年同期は１億43百万円の収入）となりました。主なプラス要因

は、税引前四半期純利益49億13百万円、売上債権の減少額17億11百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の

支払額17億61百万円、前受収益の減少額10億36百万円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、94百万円（前年同期は12億95百万円の支出）となりました。主なマイナス要因

は、投資有価証券の取得による支出64億90百万円、関係会社への貸付による支出２億20百万円等であり、主なプラス

要因は、投資有価証券の売却等による収入65億58百万円等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）  

 財務活動の結果使用した資金は、15億19百万円（前年同期は49億57百万円の支出）となりました。主な要因は、配

当金の支払額15億６百万円等によるものであります。  

  

 経済環境は依然として厳しい状況が続いており、ＩＴ投資抑制の傾向は継続するものと考えます。 

 このような状況の中で、当社は９月に発売しました「奉行ｉシリーズ」の受注拡大に努めるとともに、Windows

７、SQL Server 2008等のリリースを景気活性化の起爆剤と位置づけ、急速に発展していくネットワーク環境を最大

限に利用し、お客様との新しいコミュニケーションスタイルを創造してまいります。また全社的にコスト低減をさら

に推し進め、業績の確保に努めてまいります。 

 通期業績予想につきましては、売上高158億円（前年同期比2.9％減）、営業利益55億円（同20.7％増）、経常利益

61億円（同15.0％増）、当期純利益36億円（同38.0％増）を計画しております。 

 品目別売上高では、ソリューションテクノロジー及び関連製品が82億64百万円（前年同期比3.5％減）、サービス

が75億36百万円（同2.1％減）を計画しております。 

 平成21年10月20日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の数値に変更はありません。 

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

３．業績予想に関する定性的情報
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１．一般債権の貸倒見積高の算出方法は、当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算出したも

のと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を

策定しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。 

３．法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

  また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合に、前事業年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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 32,061,057 29,309,047

受取手形 128,495 128,745

売掛金 2,386,688 4,097,840

有価証券 84 520,621

商品及び製品 98,463 87,743

仕掛品 1,003 972

原材料及び貯蔵品 62,792 67,583

前払費用 76,399 76,399

未収入金 553,781 2,825

関係会社短期貸付金 120,000 100,000

繰延税金資産 147,641 19,276

その他 7,331 7,856

貸倒引当金 △18,544 △8,487

流動資産合計 35,625,194 34,410,425

固定資産   

有形固定資産 271,186 347,596

無形固定資産 162,938 210,167

投資その他の資産   

投資有価証券 26,193,024 26,530,322

関係会社株式 65,843 121,043

関係会社出資金 1,452,195 1,452,195

関係会社長期貸付金 184,517 84,517

長期預金 1,300,000 1,300,000

敷金及び保証金 572,504 591,069

会員権 93,830 93,830

破産更生債権等 12,455 15,512

繰延税金資産 790,094 1,075,367

貸倒引当金 △101,122 △104,179

投資その他の資産合計 30,563,341 31,159,676

固定資産合計 30,997,466 31,717,440

資産合計 66,622,660 66,127,866
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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 135,474 291,617

未払金 257,647 436,976

未払費用 369,085 455,247

未払法人税等 730,451 520,000

未払消費税等 104,650 33,285

預り金 84,988 61,568

前受収益 3,668,400 4,704,545

役員賞与引当金 20,000 20,000

その他 28,072 16,213

流動負債合計 5,398,771 6,539,454

固定負債   

退職給付引当金 647,454 601,500

固定負債合計 647,454 601,500

負債合計 6,046,226 7,140,955

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,519,000 10,519,000

資本剰余金 18,949,268 18,949,268

利益剰余金 34,821,601 33,412,170

自己株式 △5,167,758 △5,154,520

株主資本合計 59,122,111 57,725,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,454,322 1,260,992

評価・換算差額等合計 1,454,322 1,260,992

純資産合計 60,576,434 58,986,910

負債純資産合計 66,622,660 66,127,866
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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 11,625,747 11,256,715

売上原価 2,458,477 1,858,593

売上総利益 9,167,269 9,398,122

販売費及び一般管理費 6,423,166 5,193,458

営業利益 2,744,103 4,204,663

営業外収益   

受取利息 17,504 7,251

有価証券利息 29,118 22,065

受取配当金 475,144 859,528

投資有価証券売却益 1,345,427 1,068,498

その他 78,991 －

営業外収益合計 1,946,186 1,957,344

営業外費用   

投資有価証券売却損 119,240 526,563

投資事業組合運用損 286,538 341,652

投資有価証券評価損 40,344 219,981

その他 8,376 33,854

営業外費用合計 454,500 1,122,052

経常利益 4,235,789 5,039,956

特別利益   

固定資産売却益 694 －

貸倒引当金戻入額 19,355 －

特別利益合計 20,050 －

特別損失   

投資有価証券評価損 30,000 31,800

関係会社株式評価損 － 55,200

関係会社社債評価損 300,000 －

関係会社出資金評価損 83,962 －

会員権評価損 1,050 －

固定資産除却損 － 2,812

役員退職慰労金 － 36,600

特別損失合計 415,012 126,412

税引前四半期純利益 3,840,827 4,913,544

法人税、住民税及び事業税 1,862,710 1,971,552

法人税等調整額 △269,778 25,313

法人税等合計 1,592,932 1,996,865

四半期純利益 2,247,894 2,916,678
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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 3,840,827 4,913,544

減価償却費 180,000 180,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57,643 45,953

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,000 7,000

受取利息及び受取配当金 △521,767 △888,846

投資有価証券売却損益（△は益） △1,226,186 △541,935

投資有価証券評価損益（△は益） 70,344 251,781

関係会社株式評価損 － 55,200

関係会社社債評価損 300,000 －

関係会社出資金評価損 83,962 －

投資事業組合運用損益（△は益） 286,538 341,652

有形固定資産除却損 － 2,812

売上債権の増減額（△は増加） 1,840,077 1,711,402

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,648 △5,960

仕入債務の増減額（△は減少） △47,502 △156,142

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,883 71,365

未払費用の増減額（△は減少） △89,065 △86,161

前受収益の増減額（△は減少） △916,439 △1,036,145

その他 △114,262 △132,276

小計 3,636,636 4,733,243

利息及び配当金の受取額 538,633 891,250

法人税等の支払額 △4,031,354 △1,761,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,916 3,863,393

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 △6,462,239 △6,490,882

投資有価証券の売却による収入 5,683,607 6,558,206

関係会社貸付金の回収による収入 － 100,000

関係会社貸付けによる支出 △400,000 △220,000

有形固定資産の取得による支出 △47,271 △3,608

有形固定資産の売却による収入 1,590 －

無形固定資産の取得による支出 △47,578 △56,815

敷金及び保証金の回収による収入 1,742 23,205

敷金及び保証金の差入による支出 △25,011 △4,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,295,159 △94,535

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,593,087 △1,506,488

自己株式の取得による支出 △3,388,582 △13,237

自己株式の処分による収入 24,440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,957,229 △1,519,725

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,556 △17,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,138,029 2,231,473

現金及び現金同等物の期首残高 36,076,379 29,829,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,938,349 32,061,141
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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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四半期販売の状況 

（単位：千円・％）

  

  

６．その他の情報

  

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） 

前年同期比較 

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比 

 プロダクト  5,917,672  50.9  5,724,058  50.9  △193,613  96.7

  
ソリューションテクノロジ

ー 
 2,932,222  25.2  3,240,953       28.8  308,731  110.5

  関連製品  2,985,449  25.7  2,483,104  22.1  △502,345  83.2

  サービス  5,708,075  49.1  5,532,657  49.1  △175,417  96.9

合 計  11,625,747  100.0  11,256,715  100.0  △369,031  96.8
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