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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 18,270 7.4 1,390 △7.1 1,435 △7.2 386 △54.7
21年3月期第3四半期 17,009 ― 1,496 ― 1,545 ― 853 ―

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 23.83 ―
21年3月期第3四半期 52.66 ―

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 19,038 12,570 66.0 775.99
21年3月期 19,730 12,658 64.2 781.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,570百万円 21年3月期  12,658百万円

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
40.00 40.00

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 26,000 4.0 2,000 △22.2 2,004 △23.8 710 △49.0 43.83
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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  
(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 
 平成21年９月17日に発表しました連結業績予想に変更はありません。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、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、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、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。 

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 16,200,000株 21年3月期  16,200,000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（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 16,200,000株 21年3月期第3四半期 16,200,000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、政権交代による政府の経済政策が期待されるもの

の、企業業績の悪化による投資の減少や株価の低迷、雇用不安による個人消費の低迷等、依然として厳し

い状況が続いております。 

 情報サービス業界におきましては、企業における計算事務受託は増加しているものの、景気悪化に伴う

IT投資抑制により受託ソフトウェア開発は大幅に減少し、IT企業の倒産件数も昨年から高止まりしてお

り、先行きに対する不透明感を含め厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、金融システム事業、流通サービスシステム事業、人事・給与業

務のアウトソーシングサービスであるBulas（ビューラス）を中心とするBPO事業および自社開発の通信ミ

ドルウェアの販売・ソリューション等を提供するHULFT（ハルフト）事業を積極的に展開しました。ま

た、生産性向上、営業力強化、管理・牽制機能強化に注力するとともに、各部門の業務執行状況について

代表取締役による月次レビューを実施し、事業計画の進捗管理、迅速な意思決定、効率的な業務を行うこ

とで企業基盤の確立に努めてまいりました。 

  

 こうした事業活動の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は18,270百万円（前年同期比

7.4％増）となりました。利益面では当社事業のバックボーンとなる新データセンター（深川センター）

の並行稼動コストおよび当第３四半期連結会計期間における同センターの増床コスト743百万円の発生に

より、営業利益は1,390百万円（同7.1％減）、経常利益は1,435百万円（同7.2％減）となりました。ま

た、新データセンター（深川センター）への機器等の移設に伴い、移設完了までの間に発生すると見込ま

れる損失729百万円を特別損失に計上したこと等から、四半期純利益は386百万円（同54.7％減）となりま

した。 

  

 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

①システム構築・運用事業  

情報処理サービスにおいては、流通サービスシステム事業は、大型案件の契約期間満了に伴い減

少したものの、金融システム事業の既存顧客向けサービスが増加したこと、また、ソフトウェア開

発においても、金融システム事業の大規模案件が順調に推移したことから、当第３四半期連結累計

期間のシステム構築・運用事業の売上高は14,443百万円（前年同期比8.0％増）となりました。 

 また、利益面ではBPO事業における収益構造の改善、金融システム事業における大型ソフトウェ

ア開発案件の進捗が利益に貢献したものの、新データセンター（深川センター）に係る並行稼動お

よび増床コスト等が増加したことから、当第３四半期連結累計期間の営業利益は816百万円（同

20.5％減）となりました。 

②パッケージ事業  

通信ミドルウェアのデファクトスタンダードである当社の主力商品HULFTの販売は、製品の累計

出荷数が約122,000本、導入会社数が約6,500社となりました。 

 パッケージ販売においては、製品販売は市場の成熟化およびIT投資に対する市況の悪化により落

ち込んだものの、保守販売は保守契約率向上により順調に推移したことから、当第３四半期連結累

計期間のパッケージ事業の売上高は3,827百万円（前年同期比5.3％増）となりました。 

 また、利益面では利益率の高い保守販売の増加が利益に貢献したものの、製品販売の減少および

製品の維持改善費用の増加等により、当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,715百万円（同

6.5％減）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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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比692百万円減少し19,038百万円となり

ました。主な増加要因は、受託ソフトウェア開発の進捗により仕掛品が同508百万円増加したこと、新サ

ービスであるオープンサーバ・ホスティング・サービス関連の設備投資等により有形・無形固定資産が同

446百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、受取手形及び売掛金が同2,376

百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、同605百万円減少し6,467百万円となりました。主な増加要因は、データセンター移設損失

引当金が同621百万円増加したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、未払法人税等が同

661百万円減少したこと、賞与引当金が同455百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、同87百万円減少し12,570百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利益の計上に

より386百万円増加したこと等によるものであります。また、減少要因は、剰余金処分による配当財産の

割当てにより486百万円減少したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.8ポイント増加し66.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末より51百万円増加し、7,165百万円となりました。  

 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1,517百万円（前年同期は1,494百万円の収入）となりました。主

な増加要因は、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が684百万円となったこと、

前連結会計年度末に受託ソフトウェア開発の売上が集中したことにより増加していた売上債権が

2,376百万円減少したこと等によるものであります。また、主な減少要因は法人税等の支払で1,316百

万円支出したこと、賞与引当金が455百万円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979百万円（前年同期は372百万円の支出）となりました。これは

設備投資としてサーバー・通信機器およびソフトウェア等に912百万円支出したこと等によるもので

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486百万円（前年同期は483百万円の支出）となりました。これは

配当金の支払によるものであります。 

  

平成21年９月17日付 「平成22年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想の修正に関するお知

らせ」 で公表しました通期業績予想に変更はありません。 

  

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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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 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。  

  

受注製作のソフトウェア開発に係る収益および費用の計上基準の変更 

受注製作のソフトウェア開発に係る収益および費用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）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を適用しており

ます。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は31,479千円、売上総利益、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前四半期純利益はそれぞれ11,527千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

データセンター移設損失引当金 

新データセンター（深川センター）への機器等の移設に伴い発生する損失に備えるため、その見込額

を計上しております。このデータセンター移設損失引当金は、第１四半期連結会計期間において、合理

的な見積りが可能になったことにより計上したものであります。 

  

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)

(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

(4) その他
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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
(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 7,165,422 7,113,485

受取手形及び売掛金 2,449,182 4,826,144

有価証券 400,095 400,092

商品及び製品 2,268 30,117

仕掛品 784,999 276,932

原材料及び貯蔵品 13,839 11,651

繰延税金資産 474,155 471,227

その他 829,684 429,286

貸倒引当金 △422 △421

流動資産合計 12,119,225 13,558,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,184,872 2,169,718

減価償却累計額 △1,576,875 △1,520,341

建物及び構築物（純額） 607,996 649,376

工具、器具及び備品 2,996,378 2,585,369

減価償却累計額 △2,091,170 △1,888,076

工具、器具及び備品（純額） 905,208 697,292

建設仮勘定 205,877 106,372

有形固定資産合計 1,719,081 1,453,041

無形固定資産   

ソフトウエア 841,826 661,482

その他 0 0

無形固定資産合計 841,827 661,483

投資その他の資産   

投資有価証券 1,327,521 1,246,296

敷金 1,007,527 1,054,508

繰延税金資産 1,350,806 1,303,850

その他 677,189 457,534

貸倒引当金 △4,819 △4,693

投資その他の資産合計 4,358,225 4,057,497

固定資産合計 6,919,134 6,172,022

資産合計 19,038,360 19,730,538
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(単位：千円)

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   

支払手形及び買掛金 1,443,156 1,463,954

未払法人税等 46,789 708,383

賞与引当金 338,348 793,840

その他 2,318,034 2,248,384

流動負債合計 4,146,328 5,214,562

固定負債   

退職給付引当金 1,547,326 1,705,549

長期未払金 152,400 152,400

データセンター移設損失引当金 621,314 －

固定負債合計 2,321,040 1,857,949

負債合計 6,467,369 7,072,512

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,367,687 1,367,687

資本剰余金 1,462,360 1,462,360

利益剰余金 9,704,942 9,804,853

株主資本合計 12,534,989 12,634,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,969 24,008

為替換算調整勘定 △968 △883

評価・換算差額等合計 36,001 23,124

純資産合計 12,570,991 12,658,026

負債純資産合計 19,038,360 19,730,538
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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 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 17,009,739 18,270,409

売上原価 12,882,999 14,368,020

売上総利益 4,126,739 3,902,389

販売費及び一般管理費   

役員報酬 159,055 162,334

従業員給料及び賞与 1,043,991 1,040,740

賞与引当金繰入額 88,013 93,185

退職給付費用 36,083 52,481

役員退職慰労引当金繰入額 8,790 －

福利厚生費 195,561 198,558

減価償却費 126,679 100,702

その他 971,681 863,552

販売費及び一般管理費合計 2,629,856 2,511,554

営業利益 1,496,883 1,390,834

営業外収益   

受取利息 34,392 21,364

有価証券利息 5,559 4,031

受取配当金 7,348 12,738

保険配当金 8,501 －

持分法による投資利益 － 6,904

その他 2,002 2,776

営業外収益合計 57,803 47,814

営業外費用   

複合金融商品評価損 8,351 417

為替差損 650 3,118

その他 23 35

営業外費用合計 9,025 3,571

経常利益 1,545,661 1,435,077

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,080

貸倒引当金戻入額 44 －

特別利益合計 44 2,080

特別損失   

固定資産処分損 7,803 6,588

賃借物件原状回復費用 － 13,500

データセンター移設損失引当金繰入額 － 729,341

リース解約損 29,011 －

ゴルフ会員権評価損 4,224 －

貸倒引当金繰入額 4,000 150

減損損失 － 2,751

特別損失合計 45,038 752,331

税金等調整前四半期純利益 1,500,667 684,825

法人税等 647,547 298,737

四半期純利益 853,120 386,088
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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 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 1,500,667 684,825

減価償却費 582,908 659,252

減損損失 － 2,751

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,934 150

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,309 △455,332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194,755 △158,223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155,390 －

データセンター移設損失引当金の増減額（△は減
少）

－ 621,314

受取利息及び受取配当金 △47,299 △38,134

為替差損益（△は益） △3,582 487

固定資産処分損益（△は益） 7,803 6,588

複合金融商品評価損益（△は益） 8,351 417

持分法による投資損益（△は益） － △6,904

ゴルフ会員権評価損 4,224 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,080

売上債権の増減額（△は増加） 546,694 2,376,642

たな卸資産の増減額（△は増加） △270,198 △482,670

仕入債務の増減額（△は減少） △138,030 △20,622

長期未払金の増減額（△は減少） 152,400 －

その他の資産の増減額（△は増加） △499,476 △399,163

その他の負債の増減額（△は減少） 803,476 3,893

小計 2,097,417 2,793,195

利息及び配当金の受取額 44,106 40,902

法人税等の支払額 △647,254 △1,316,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,494,270 1,517,939

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 225,452 －

有価証券の償還による収入 300,000 300,000

投資有価証券の取得による支出 △600,353 △406,029

投資有価証券の売却による収入 － 42,080

有形及び無形固定資産の取得による支出 △294,095 △912,225

有形及び無形固定資産の売却による収入 15 8

敷金及び保証金の差入による支出 △4,331 △47,100

敷金及び保証金の回収による収入 1,361 93,926

その他 △848 △50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,799 △979,340

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △483,773 △486,553

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,773 △486,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,476 △108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 641,172 51,936

現金及び現金同等物の期首残高 7,312,830 7,113,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,954,002 7,165,422
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該当事項はありません。 

  

  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) 

 
(注) １ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

(2) パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

システム構築・

運用事業 

(千円)

パッケージ事業

(千円)

計 

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,375,505 3,634,234 17,009,739 ─ 17,009,739

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高
106,413 2,631 109,044 (109,044) ─

計 13,481,918 3,636,865 17,118,783 (109,044) 17,009,739

営業利益 1,027,840 1,834,516 2,862,356 (1,365,473) 1,496,883
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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) 

 
(注) １ 事業の区分は、サービスおよび市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) システム構築・運用事業 

① 情報処理サービス……………コンピュータによる受託計算サービス、コンピュータ・システムの運営受

託サービス、データ入出力サービス、データ通信サービス、給与業務代行

サービス 

② ソフトウェア開発……………受託ソフトウェア開発、ＬＡＮ構築、通信システム工事、システム維持管

理サービス 

③ システム・機器販売等………パソコン、サーバー、周辺機器等の販売および保守、ソフトウェア製品等

の販売および保守、人材派遣、人材紹介、イベントの企画・運営、サプラ

イ用品の販売 

(2) パッケージ事業 

① パッケージ販売………………ソフトウェアパッケージ「ＨＵＬＦＴ」等の開発、販売および保守 

② パッケージ付帯サービス……「ＨＵＬＦＴ」等に関するミドルウェアソリューションサービス 

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」に記載のとおり、受注製作

のソフトウェア開発に係る収益および費用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）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を適用しております。 

  この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のシステム構築・運用事業

の売上高が31,479千円、営業利益が11,527千円それぞれ増加しております。 

  

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) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

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) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

システム構築・

運用事業 

(千円)

パッケージ事業

(千円)

計 

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 14,443,355 3,827,054 18,270,409 ― 18,270,409

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高
85,213 2,992 88,206 (88,206) ―

計 14,528,568 3,830,046 18,358,615 (88,206) 18,270,409

営業利益 816,750 1,715,602 2,532,352 (1,141,518) 1,390,834

b. 所在地別セグメント情報
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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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

c. 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

㈱セゾン情報システムズ（9640）平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 12 -


	41期3Q短信サマリー.pdf
	本文



