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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4月1日～平成21年12月31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 6,059 △16.5 448 △25.0 418 △31.2 223 △36.8

21年3月期第3四半期 7,253 ― 597 ― 608 ― 353 ―

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 8.14 8.13
21年3月期第3四半期 12.69 12.62

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 10,044 7,561 75.0 274.81
21年3月期 11,809 7,615 64.3 276.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,537百万円 21年3月期  7,598百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）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

通期 10,200 △14.4 1,060 △34.9 1,000 △35.5 530 △41.3 19.30
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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  
詳細は５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） 

詳細は５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．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、当社が現在入手している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。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
ては、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。 

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 29,430,000株 21年3月期  29,430,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,001,300株 21年3月期  1,960,300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 27,466,390株 21年3月期第3四半期 27,847,830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、2008年秋以降の急速な世界経済減速の影響を受け、厳しい状況

で推移しております。政府の景気対策効果などもあり、大企業を中心に緩やかな企業業績の回復も見られますが、円

高の再燃懸念をはじめ設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、さらにはデフレの進行など市況の低迷は依然として続いて

おり、企業収益は総じて厳しい状況で推移しております。 

 当社グループの属する情報サービス業界におきましても、ＩＴ関連の設備投資の抑制や先送りなどを行う動きが止

まらず、本格的な回復にはもうしばらく時間がかかるものと見込まれます。 

 このような環境下、当社グループでは、主力事業の金融機関向けファイナンシャルソリューションシステムを中心

に積極的な営業を展開いたしましたが、金融業界における改正貸金業法の最終施行に向けた総量規制対応などは当初

想定したスケジュールから大幅に遅れており、受注及び売上とも前年同期を下回る結果となっています。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,059百万円（前年同期比83.5％）、営業利益は448百万円（前

年同期比75.0％）、経常利益は418百万円（前年同期比68.8％）、四半期純利益は223百万円（前年同期比63.2％）と

なりました。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループのサービス部門ごとの業績は、次のとおりです。 

  

(システムソリューション)  

ファイナンシャルソリューションにつきましては、これまで景気低迷の影響を受け投資を控えていた金融機関やそ

の関連会社より、いくつかの大型パッケージ導入の受注を獲得したほか、今期より営業強化を図っている保証会社向

けパッケージソフトを新規に受注いたしました。しかしながら、貸金業法の改正にともなう個人信用情報センターの

システム変更への対応案件は、個人信用情報センター側の対応方針変更等により業界の対応が遅れており、見込んで

いた受注目標には及びませんでした。なお、金融円滑化法の施行にともない、今後金融機関から更なるシステム導入

案件の獲得が見込まれており、パッケージソフトの開発に着手しています。 

  ＣＴＩ（コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション）につきましては、コールセンターの「コスト最適

化」の施策として、「Ａｓｐｅｃｔ（アスペクト）コンタクトセンター・ソリューション」と「Ｎｉｃｅ（ナイス）

通話録音システム」を中心に、大手生命保険会社や大手テレマーケティング会社よりコールセンター統合ソリューシ

ョンを受注いたしました。また、映像分析による防犯システム「Ｎｉｃｅ Ｖｉｓｉｏｎ（ナイスビジョン）」は、

首都圏の大型展示場への導入が決定いたしました。  

eコマースシステムにつきましては、ＥＣサイト構築パッケージ「ＩＴＦＯＲｅＣ（アイティフォレック）」の機

能強化を完了しました。「ＩＴＦＯＲeＣ」を導入した著名アパレル企業のリニューアルサイトが本格稼動したこと

もあり、インターネット販売の需要拡大とともに多業種にわたって引き合いが増えてきています。しかしながら、増

加している競合ベンダーのパッケージソフトとの比較や、投資効果の見極めに慎重に取り組む企業が多く、新規の受

注は翌期以降に見込まれています。 

流通システムにつきましては、強まるデフレ傾向および個人消費不振の影響により、メインターゲットである地方

百貨店の投資が大幅に抑制されており、売上の落ち込みを余儀なくされております。そうした中、小売業向け基幹シ

ステム「ＲＩＴＳ（リッツ）」のモジュール（機能単位）での販売を重点戦略とし、専門店、大型小売店、スーパー

マーケットなどに対し幅広く営業展開しており、第４四半期には新規案件の獲得を見込んでおります。 

さらに、eコマースシステムと流通システム相互の既存顧客にクロスセールスを強化し、業績の拡大を目指しま

す。  

 以上の結果、システムソリューションの受注は4,055百万円（前年同期比75.4％）、売上は4,005百万円（前年同期

比79.9％）となりました。   

  

(ネットワークソリューション) 

 ネットワークソリューションにつきましては、ネットワークの運用コスト削減を目的としたシステム基盤構築や、

2005年前後に構築された情報漏えい対策システムのリプレースなど、潜在ニーズが強くなってきております。しか

し、本格的な投資再開には依然として慎重な顧客が多く、第３四半期見込んでいた大規模なＰＣ管理ツールのリプレ

ース案件が第４四半期に先送りとなるなど、設備投資の本格回復は翌期以降に見込んでおります。その結果、受注は

718百万円（前年同期比84.7％）、売上は557百万円（前年同期比108.6％）となりました。   

  

(カスタマーサービス)  

  カスタマーサービスにつきましては、顧客企業の設備投資先送りの影響からハードウェアの設置などに伴う手数料

収入が前年同期と比べ大幅な減少となり、コンピュータ周辺機器の販売により挽回を図りましたが、受注及び売上の

減少を補うには至りませんでした。その結果、受注は1,207百万円（前年同期比67.8％）、売上は1,495百万円（前年

同期比86.8％）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
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 なお、前期までカスタマーサービス部門で計上していたＩＴ基盤構築サービスの受注・売上につきましては、当期

よりシステムソリューション部門およびネットワークソリューション部門に移管しておりますが、前年同期における

ＩＴ基盤構築サービスの受注は256百万円、売上は164百万円でしたので、これを調整した場合には、受注は前年同期

比79.3％、売上は95.9％となります。   

  

  

(資産、負債、純資産の状況)  

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は10,044百万円となり、前期末と比べ1,764百万円の減少となりました。こ

の主な要因は、仕入債務の支払い、法人税等の税金の支払いなどにより流動資産が減少したことによるものです。 

 負債は2,483百万円となり、前期末と比べて1,711百万円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の支払い

や法人税等の税金支払いにより、流動負債が減少したことによるものです。 

 純資産は7,561百万円となり、前期末と比べて53百万円の減少となりました。この主な要因は、配当金の支払いに

より利益剰余金が減少したことによるものです。  

 なお、自己資本比率は75.0％となっており、引き続き健全な財政状態を保っております。  

  

(キャッシュ・フローの状況)  

 当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は3,740百万円となり、前期末と比べ

312百万円の減少となりました。当第３四半期連結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

以下のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動から得られた資金は626百万円（前年同期は533百万円の獲得）となりました。主な増加要因は売上債権の

減少1,854百万円、税金等調整前四半期純利益418百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少1,058百万円です。

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により使用した資金は629百万円（前年同期は115百万円の獲得）となりました。主な増加要因は定期預金

の払戻しによる収入500百万円、有価証券の売却による収入498百万円であり、主な減少要因は、有価証券の取得によ

る支出699百万円、定期預金の預入れによる支出550百万円、無形固定資産の取得による支出317百万円です。  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により使用した資金は309百万円（前年同期は368百万円の使用）となりました。主な増加要因は自己株式

の処分による収入142百万円であり、主な減少要因は配当の支払い274百万円、自己株式の取得による支出177百万円

です。  

  

 通期の連結業績予想につきましては、2009年５月１日に公表した前期決算短信における業績予想から修正しており

ます。詳細につきましては、2009年９月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  該当する事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理  

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 経営環境の著しい変化が生じておらず、一時差異の発生状況について前連結会計年度から大幅な変動がないた

め、前連結会計年度末の検討において使用した業績予想やタックスプランニングを利用しております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を見積り、税引前四半期純利益に当期見積実効税率を乗じて計算しております 

  

  

会計処理基準に関する事項の変更  

 システム開発の請負に係る収益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、「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）および「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請負契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について

の成果の確実性が認められる請負については工事進行基準（工事の進捗率見積りは原価比例法）を、その他の請

負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、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

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

（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
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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
(2009年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,642,655 1,908,004

受取手形及び売掛金 1,108,048 2,962,936

有価証券 3,047,837 2,944,878

たな卸資産 577,101 374,713

その他 471,713 466,653

貸倒引当金 △174 △405

流動資産合計 6,847,181 8,656,781

固定資産   

有形固定資産 829,119 884,336

無形固定資産 771,607 697,216

投資その他の資産   

その他 1,597,507 1,571,823

貸倒引当金 △495 △285

投資その他の資産合計 1,597,011 1,571,538

固定資産合計 3,197,738 3,153,090

資産合計 10,044,920 11,809,871

負債の部   

流動負債   

買掛金 754,598 1,819,090

未払法人税等 135,485 575,214

賞与引当金 198,500 416,700

その他 837,345 802,066

流動負債合計 1,925,928 3,613,071

固定負債   

退職給付引当金 291,334 277,301

役員退職慰労引当金 13,488 12,050

その他 252,683 292,169

固定負債合計 557,506 581,520

負債合計 2,483,435 4,194,591
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(2009年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,124,669 1,124,669

資本剰余金 1,221,189 1,221,189

利益剰余金 6,115,909 6,189,955

自己株式 △811,570 △800,186

株主資本合計 7,650,196 7,735,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △113,130 △138,830

繰延ヘッジ損益 662 1,702

評価・換算差額等合計 △112,468 △137,127

新株予約権 11,189 －

少数株主持分 12,567 16,780

純資産合計 7,561,484 7,615,279

負債純資産合計 10,044,920 11,809,871
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年12月31日) 

売上高 7,253,053 6,059,083

売上原価 4,476,849 3,727,507

売上総利益 2,776,203 2,331,575

販売費及び一般管理費 2,178,584 1,883,439

営業利益 597,619 448,136

営業外収益   

受取利息 19,174 10,573

受取配当金 10,416 10,731

契約中途解除益 － 16,999

和解清算益 － 32,044

負ののれん償却額 11 －

持分法による投資利益 786 －

その他 11,883 11,431

営業外収益合計 42,272 81,780

営業外費用   

支払利息 25 92

投資有価証券評価損 22,941 57,003

持分法による投資損失 － 43,531

固定資産除却損 1,580 3,076

その他 6,591 7,315

営業外費用合計 31,139 111,020

経常利益 608,752 418,896

税金等調整前四半期純利益 608,752 418,896

法人税等 262,118 199,565

少数株主損失（△） △6,850 △4,213

四半期純利益 353,484 223,544
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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３四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年12月31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 608,752 418,896

減価償却費 216,021 282,851

負ののれん償却額 △11 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △164,400 △218,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,004 14,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,575 1,438

長期未払金の増減額（△は減少） － △38,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 118 △21

受取利息及び受取配当金 △29,591 △21,304

支払利息 25 92

為替差損益（△は益） － 538

持分法による投資損益（△は益） △786 43,531

投資有価証券評価損益（△は益） 22,941 57,003

固定資産除却損 1,580 3,076

契約中途解除損益（△は益） － △16,999

売上債権の増減額（△は増加） 1,023,280 1,854,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △281,936 △202,388

仕入債務の増減額（△は減少） △503,172 △1,058,542

その他 180,579 119,326

小計 1,062,833 1,239,389

利息及び配当金の受取額 29,399 21,874

利息の支払額 △25 △92

持分法適用会社からの配当金の受取額 5,500 －

法人税等の支払額 △564,706 △634,277

営業活動によるキャッシュ・フロー 533,000 626,893

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 △550,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有価証券の取得による支出 △2,095,226 △699,288

有価証券の売却による収入 3,193,323 498,708

有形固定資産の取得による支出 △210,376 △60,719

無形固定資産の取得による支出 △188,402 △317,287

投資有価証券の取得による支出 △103,079 －

会員権の取得による支出 － △17,776

その他 19,489 17,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 115,728 △629,361
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの払込みによる収入 10,000 －

自己株式の取得による支出 △319,413 △177,134

自己株式の処分による収入 204,911 142,857

配当金の支払額 △262,398 △274,854

リース債務の返済による支出 － △830

その他 △1,503 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △368,404 △309,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280,324 △312,969

現金及び現金同等物の期首残高 3,491,756 4,053,635

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,772,080 3,740,666
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 該当する事項はありません。 

  

  

 当社グループは、システムインテグレーターとして、同一セグメントに属するソフトウェアの開発、コンピュ

ータおよび関連商品のコンサルティングから保守・運用管理に至る事業を行っており、当該事業以外に事業の種

類がないため、該当する事項はありません。 

  

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当する事項はありません。

  

  

 海外売上高は、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。 

  

  

 該当する事項はありません。 

  

 該当する事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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