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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 24,856 △3.9 655 9.2 733 5.2 541 △8.0
21年3月期第3四半期 25,874 △2.5 600 ― 697 ― 588 ―

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 13.29 13.28
21年3月期第3四半期 13.91 ―

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 59,645 45,914 76.7 1,123.56
21年3月期 60,446 45,959 75.8 1,125.10

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  45,773百万円 21年3月期  45,838百万円

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 ― 3.00 ― 7.00 10.00
22年3月期 ― 6.00 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 12.00

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 37,700 △0.6 2,000 12.7 2,090 11.7 1,660 8.5 40.75



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  

（注）なお、特定子会社の異動はありませんが、子会社の内、１社を連結範囲から除外しております。 
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。 

(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、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） 

（注）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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異な 
る場合があります。なお、上記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．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 48,000,000株 21年3月期  48,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,260,482株 21年3月期  7,258,361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 40,740,424株 21年3月期第3四半期 42,319,174株



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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国経済の拡大にけん引された海外経済

の持ち直しにより、日本経済も輸出に支えられて回復しつつありましたが、設備投資の低迷、雇用情勢の悪化、デフ

レ圧力の高まりなど不安要素を抱えた状況で推移しました。

　情報サービス業界においては、企業収益の大幅な悪化や低調な個人消費の影響が顧客の投資行動に現れてきており、

依然として厳しい経営環境にあります。　

　このような環境のもと、当社グループは、３ヶ年の中期経営計画「innovation500－変革の３年－」の初年度として

事業構造改革を推進しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、引き続き公共分野は好調に推移いたしましたが、厳しい経済環境

を受けて、サービス業及び証券業等におけるシステム開発（準委任）が落ち込んだことから、売上高は前年同期比10

億18百万円減収（3.9％減）の248億56百万円となりました。営業利益は、不採算案件の撲滅や原価低減等による売上

総利益の改善が販管費の増加を吸収し、前年同期比55百万円増益（9.2％増）の６億55百万円となりました。経常利益

についても前年同期比36百万円増益（5.2％増）の７億33百万円となりました。四半期純利益は前年同期比47百万円減

益（8.0％減）の５億41百万円となりました。

　事業部門別の売上高は次のとおりです。なお、当年度より事業部門別の区分をシステム工程別の新区分に変更して

おります（各区分の詳細については、用語解説をご参照ください）。

　前工程のITコンサル・要件定義は、前年同期比１億30百万円増収の２億17百万円となりました。

　中工程のシステム開発は、前年同期比12億74百万円減収の100億８百万円となりました。一括は、前年度受注した地

方自治体の大口案件の貢献等により堅調に推移いたしましたが、準委任は、サービス業及び証券業向け事業が大幅に

減少いたしました。

　後工程については、運用及びシステム保守が増加し、前年同期比３億16百万円増収の123億62百万円となりました。

　事業部門別売上高 （単位：百万円）　

前工程 中工程 後工程

その他 合計
ITコンサル 要件定義

システム開発
運用 システム保守

準委任 一括

当第３四半期

連結累計期間
115 101 4,685 5,323 9,977 2,384 2,268 24,856

前第３四半期

連結累計期間
15 70 6,150 5,132 9,850 2,194 2,459 25,874

増減額 100 30 △1,465 190 126 189 △190 △1,018

　業種分野別売上高は次のとおりです。

　公共分野は、地方自治体向けシステム開発（一括）の増加等により、前年同期比６億60百万円増収の66億35百万円

となりました。

　金融分野は、生損保業向け事業は堅調に推移いたしましたが、証券業及び銀行業向けのシステム開発（準委任）が

減少し、前年同期比２億55百万円減収の95億95百万円となりました。

　産業分野は、サービス業向けシステム開発（準委任）の減少等により、前年同期比14億22百万円減収の86億25百万

円となりました。

　業種分野別売上高 （単位：百万円）　

 公共 金融　 産業　 合計

当第３四半期

連結累計期間
6,635 9,595 8,625 24,856

前第３四半期

連結累計期間
5,975 9,851 10,048 25,874

増減額 660 △255 △1,422 △1,018
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は596億45百万円となり、前年度末に比べ８億１百万円減少いたしました。

　流動資産は、８億29百万円減少し、301億40百万円となりました。主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少し、

仕掛品と預け金が増加いたしました。固定資産は、295億４百万円と27百万円の微増となりました。工具、器具及び備

品と無形固定資産のソフトウェアが増加し、長期預金が減少いたしました。

　流動負債は、買掛金や未払費用の減少により７億95百万円減少し、50億98百万円となりました。固定負債は、38百

万円増加し、86億31百万円となりました。純資産は、配当やその他有価証券評価差額金の影響もあり44百万円減少し、

459億14百万円となりました。

　（連結キャッシュ・フローの概況）

　当第３四半期末における現金及び現金同等物は204億69百万円となり、前年度末に比べ７億14百万円増加いたしまし

た。

　営業活動により得られた資金は、売掛金回収に伴う売上債権の減少等により40億81百万円となりました。投資活動

により使用した資金は、主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により28億14百万円となりました。

財務活動により使用した資金は、配当金の支払い等により５億52百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　連結業績予想については、平成21年10月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において、第２四半期ま

での業績動向を踏まえ、通期の売上高は、期初予想と比較し下方修正いたしましたが、利益面については、上方修正

いたしました。同予想については変更がありません。

　なお、当年度の配当については、１株当たり６円の中間配当を実施いたしました。また、期末配当１株当たり６円

を含めた年間配当１株当たり12円の予想に変更はありません。

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

【注記：用語解説】

（用語１）ITコンサル

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムやソフトウェアの開発の上流工程においてお客様に対してコンサルを行う業務をいいます。具体的には、

ISMS（用語８）や情報セキュリティに関するコンサルを行っています。

（用語２）要件定義

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。　

　システムやソフトウェアの開発において、どのような機能が要求されていて、実装されるべきなのかを明確にして

いく業務をいいます。当社とお客様の双方の協力により定義が行われ、その成果は「要件定義書」としてまとめられ

ます。

（用語３）システム開発（準委任）

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムやソフトウェアの開発において、実装（コーディング）やテスト、導入など、具体的なソフトウェアの構

築・配備に関する工程において、その報酬形態が人月単価での契約となっている業務をいいます。

（用語４）システム開発（一括）

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システムの提供やソフトウェアの開発において、その契約形態が一括請負契約となっている業務やパッケージソフ

トウェアの販売業務をいいます。

（用語５）運用

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　お客様のシステムやソフトウェアについての運用管理業務をいいます。当社のデータセンターにてお客様のシステ

ム全ての運用・管理を請負うアウトソーシングやハウジングサービス、情報処理サービスなど多岐に渡りますが当社

が強みとする業務です。

（用語６）システム保守

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　システム開発（一括）（用語４）業務を行い、納品後に行うそのシステムやソフトウェアについての保守業務をい

います。

－ 2 －



（用語７）その他サービス

　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

　情報機器の販売やデータ入力業務など上記業務に含まれない業務をいいます。

 (用語８) ISMS（アイ・エス・エム・エス）:Information Security Management Systemの略

　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経済

産業省から公表されました。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制度で、

最新の技術革新に対応しています。

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）

　該当事項はありません。

　なお、特定子会社の異動はありませんが、連結子会社であった株式会社シー・オー・シーは当社が所有する同

社の全株式を売却したため、当第３四半期連結会計期間において連結範囲から除外しております。

（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．簡便な会計処理　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第３四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合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、

法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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

・会計処理基準に関する事項の変更

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、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１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手したソフトウェア開発契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められるものについては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のものについては完成

基準を適用しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,307 10,650

受取手形及び売掛金 5,477 8,709

有価証券 151 150

仕掛品 2,203 1,050

原材料及び貯蔵品 63 72

前払費用 267 355

繰延税金資産 956 956

預け金 14,657 9,000

その他 88 54

貸倒引当金 △32 △30

流動資産合計 30,140 30,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,525 17,902

減価償却累計額 △8,125 △8,555

建物及び構築物（純額） 9,400 9,346

工具、器具及び備品 4,223 3,943

減価償却累計額 △2,928 △2,757

工具、器具及び備品（純額） 1,294 1,186

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,796 21,634

無形固定資産   

ソフトウエア 2,358 1,520

その他 41 44

無形固定資産合計 2,400 1,564

投資その他の資産   

投資有価証券 664 695

長期前払費用 515 683

繰延税金資産 3,258 3,258

長期預金 － 600

その他 872 1,044

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,307 6,277

固定資産合計 29,504 29,476

資産合計 59,645 60,446



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,237 1,535

短期借入金 － 99

未払費用 1,363 1,793

未払法人税等 113 133

未払消費税等 91 121

前受金 754 209

賞与引当金 514 1,167

役員賞与引当金 36 41

受注損失引当金 198 －

その他 788 792

流動負債合計 5,098 5,894

固定負債   

退職給付引当金 8,202 8,050

役員退職慰労引当金 78 296

その他 350 246

固定負債合計 8,631 8,593

負債合計 13,730 14,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 17,548

利益剰余金 2,400 2,389

自己株式 △5,435 △5,434

株主資本合計 45,971 45,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △197 △122

評価・換算差額等合計 △197 △122

新株予約権 66 46

少数株主持分 75 74

純資産合計 45,914 45,959

負債純資産合計 59,645 60,446



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 25,874 24,856

売上原価 21,925 20,250

売上総利益 3,949 4,605

販売費及び一般管理費 3,348 3,950

営業利益 600 655

営業外収益   

受取利息 48 47

受取配当金 12 12

不動産賃貸料 28 26

保険配当金 24 17

その他 24 16

営業外収益合計 139 120

営業外費用   

支払利息 6 5

不動産賃貸費用 28 35

その他 7 1

営業外費用合計 41 42

経常利益 697 733

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

関係会社株式売却益 14 －

その他 6 0

特別利益合計 22 0

特別損失   

固定資産除却損 2 16

投資有価証券評価損 3 －

関係会社株式売却損 － 31

事務所撤去費用 17 14

その他 5 1

特別損失合計 29 64

税金等調整前四半期純利益 690 669

法人税等 110 127

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 0

四半期純利益 588 541



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 690 669

減価償却費 1,562 1,586

賞与引当金の増減額（△は減少） △641 △652

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △5

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 198

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271 152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34 △217

受取利息及び受取配当金 △61 △59

支払利息 6 5

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

関係会社株式売却損益（△は益） △14 31

固定資産除却損 2 16

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,610 3,729

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,317 △1,166

その他の資産の増減額（△は増加） △126 52

仕入債務の増減額（△は減少） △816 △282

その他の負債の増減額（△は減少） 259 △123

その他 54 188

小計 6,458 4,123

利息及び配当金の受取額 61 59

利息の支払額 △6 △5

法人税等の還付額 16 69

法人税等の支払額 △257 △165

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,271 4,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 2 △0

預け金の預入による支出 － △600

長期預金払戻による収入 － 600

有形固定資産の取得による支出 △334 △1,314

有形固定資産の売却による収入 0 218

無形固定資産の取得による支出 △614 △1,534

無形固定資産の売却による収入 0 2

長期前払費用の取得による支出 △109 △77

投資有価証券の取得による支出 － △48

投資有価証券の売却による収入 8 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △95

関係会社株式の取得による支出 － △50

関係会社株式の売却による収入 150 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △7 △2

その他 7 88

投資活動によるキャッシュ・フロー △896 △2,814



（単位：百万円）

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

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

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） △9 △8

リース債務の返済による支出 △13 △42

自己株式の取得による支出 △1,135 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △112 △500

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,269 △552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,105 714

現金及び現金同等物の期首残高 15,516 19,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,622 20,469



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割

合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年12月31日）

　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、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

剰余金の配当

　　　当社は、前期期末配当に関し、平成21年６月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………285百万円

(ハ）１株当たりの配当額……………７円00銭

(ニ）基準日…………………平成21年３月31日

(ホ）効力発生日……………平成21年６月25日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金

　　　当社は、当期中間配当に関し、平成21年10月23日開催の取締役会において、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………244百万円

(ハ）１株当たりの配当額……………６円00銭

(ニ）基準日…………………平成21年９月30日

(ホ）効力発生日……………平成21年12月７日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金

－ 1 －



「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 

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  4,930  8,851

　受取手形及び売掛金  5,028  8,025

　有価証券  151  150

　仕掛品  2,138  975

　原材料及び貯蔵品  63  72

　預け金  13,999  9,000

　その他  1,210  1,260

　貸倒引当金  △30  △28

流動資産合計  27,491  28,308

　固定資産     

　有形固定資産  20,504  20,257

　無形固定資産  2,375  1,532

　投資その他の資産  7,048  7,913

固定資産合計  29,928  29,703

　資産合計  57,419  58,011

負債の部     

　流動負債     

　買掛金  1,230  1,554

　未払法人税等  97  63

　その他  3,371  3,634

流動負債合計  4,699  5,252

　固定負債     

　退職給付引当金  7,708  7,586

　その他  350  404

固定負債合計  8,059  7,990

負債合計  12,758  13,242

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 31,457 31,457

　　資本剰余金 17,548 17,548

　　利益剰余金 1,222 1,273

　　自己株式 △5,435 △5,434

　　株主資本合計 44,792 44,845

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 △197 △122

　　評価・換算差額等合計 △197 △122

　新株予約権 66 46

純資産合計 44,661 44,769

負債純資産合計 57,419 58,011

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。

－ 2 －



（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

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  22,727  22,015

売上原価  19,450  18,060

売上総利益  3,276  3,955

販売費及び一般管理費  2,806  3,474

営業利益  470  480

営業外収益  284  273

営業外費用  103  124

経常利益  651  630

特別利益  7  －

特別損失  56  86

税引前四半期純利益  603  544

法人税等  37  65

四半期純利益  565  478

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。

－ 3 －
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