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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 6,387 2.5 446 △6.2 464 4.7 248 9.0
21年3月期第3四半期 6,234 ― 476 ― 443 ― 227 ―

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 97.94 ―
21年3月期第3四半期 89.84 ―

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 5,209 3,809 72.8 1,497.47
21年3月期 5,208 3,663 70.1 1,441.13

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,793百万円 21年3月期  3,650百万円

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 ― 50.00 50.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
50.00 50.00

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 8,800 3.4 660 1.3 670 12.2 350 13.8 138.16
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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  無  

(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） 

(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．平成21年４月30日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正はございません。 
２．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、当グループ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、業況の変化等により、上記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、３ページをご参照ください。 

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 2,546,640株 21年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  13,515株 21年3月期  13,345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 2,533,158株 21年3月期第3四半期 2,533,345株
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 当第３四半期連結累計期間における国内経済は、昨年来の国際金融市場の混乱とそれに伴う世界経済の悪化を背景

に、わが国を始めとした主要先進国では財政・金融政策が相次いで発動され、世界規模での在庫調整の進展、新興国

における経済の回復が図られた結果、輸出や生産は持ち直しの兆しが見えてまいりました。一方、国内の民間需要に

つきましては、雇用および設備の過剰感の解消には至っておらず、中堅中小企業においては引き続き厳しい収益環境

が続いております。 

 情報サービス業界におきましては、昨年来からの景気低迷の影響を受け、システム開発計画の延期や中止、縮小

等、顧客の情報化投資に対する慎重な姿勢が依然として続き、価格競争や企業間競争は一層激化し引き続き厳しい状

況にあります。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大及び生命保険会社向

け案件の拡大に伴い、特に金融業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの売上高は6,387百万円（前年同期比2.5％増）となりました。また、営業利益は446百万

円（同6.2％減）、経常利益は464百万円（同4.7％増）、四半期純利益は248百万円（同9.0％増）となりました。 

 事業の品目別の業績を示すと次の通りであります。  

 （システムインテグレーション・サービス） 

 流通業・金融業向けサービスを中心に、売上高は3,622百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

 （システムアウトソーシング・サービス） 

 金融業向けサービスにおいては、生命保険会社向け案件の受注拡大に伴い、売上高は増加いたしましたが、流

通業向けサービスにおいては、量販店向けサービスの規模縮小に伴い売上高は減少しております。その結果、売

上高は1,265百万円（同5.9％減）となりました。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

 通信業向けの情報インフラ構築サービスが堅調に推移いたしましたが、証券取引所向け案件においては、規模

縮小に伴い売上高は減少しております。その結果、売上高は1,500百万円（同3.1％減）となりました。 

  

  

 当四半期連結会計期間末における総資産は5,209百万円となり、前連結会計年度末と比較して０百万円の増加とな

りました。また、負債合計は1,399百万円となり、前連結会計年度末と比較して146百万円の減少となりました。これ

は主に、未払法人税等の支払によるものです。純資産は3,809百万円となり、前連結会計年度末と比較して146百万円

の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は72.8％と高い

水準を維持することができました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は1,706百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して224百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は212百万円の収入（前年同期は44百万円の収入）となりました。主なプ

ラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額465百万円や売上債権の減少額153百万円による資金増加、主なマイ

ナス要因は、法人税等の支払額303百万円や棚卸資産の増加額67百万円等の資金減少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157百万円の収入（前年同期は543百万円の支出）となりました。主な要

因は、有価証券の償還による収入200百万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」は144百万円の支出（前年同期は126百万円の支出）となりました。主な要

因は、配当金の支払額126百万円等によるものであります。  

  

 当社グループを取り巻く厳しい環境は依然として継続しておりますが、当第３四半期における業績は概ね計画どお

り推移しました。第４四半期においては、好調を維持している生命保険会社向け案件を中心とした金融業向け案件の

受注に注力し、また、原価管理の徹底及び販売管理費の見直しを行う等、売上高・利益の確保に引き続き努めてまい

ります。したがって、当初発表（平成21年４月30日）の通期連結業績予想に変更はありません。 

 なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在するさ

まざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。  

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

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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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
(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 1,976,970 1,752,896

売掛金 1,584,994 1,738,328

有価証券 300,000 500,000

仕掛品 99,751 32,563

その他 149,932 149,086

貸倒引当金 △2,014 △2,635

流動資産合計 4,109,633 4,170,238

固定資産   

有形固定資産 102,322 87,679

無形固定資産 3,700 3,751

投資その他の資産   

投資有価証券 552,689 395,509

その他 440,655 551,661

投資その他の資産合計 993,345 947,170

固定資産合計 1,099,367 1,038,601

資産合計 5,209,001 5,208,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 377,816 435,203

短期借入金 280,000 300,000

未払法人税等 51,161 154,005

賞与引当金 188,870 185,096

役員賞与引当金 15,000 37,700

その他 245,107 205,589

流動負債合計 1,157,955 1,317,594

固定負債   

退職給付引当金 60,569 58,864

役員退職慰労引当金 180,671 168,771

固定負債合計 241,240 227,635

負債合計 1,399,196 1,545,230

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,320,814 2,199,372

自己株式 △24,205 △23,998

株主資本合計 3,773,605 3,652,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,589 2,121

為替換算調整勘定 △5,918 △3,693

評価・換算差額等合計 19,671 △1,571

少数株主持分 16,528 12,811

純資産合計 3,809,805 3,663,609

負債純資産合計 5,209,001 5,208,840
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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 6,234,115 6,387,998

売上原価 5,129,825 5,333,977

売上総利益 1,104,290 1,054,021

販売費及び一般管理費   

役員賞与引当金繰入額 22,650 15,000

賞与引当金繰入額 16,212 17,238

退職給付費用 3,464 4,671

役員退職慰労引当金繰入額 11,155 11,937

給料及び手当 － 124,108

貸倒引当金繰入額 548 －

その他 574,110 434,541

販売費及び一般管理費合計 628,141 607,497

営業利益 476,148 446,523

営業外収益   

受取利息 5,825 5,079

受取配当金 7,549 7,010

投資有価証券評価損戻入益 － 12,958

その他 2,216 7,693

営業外収益合計 15,592 32,742

営業外費用   

支払利息 4,002 3,503

支払手数料 － 3,202

投資有価証券評価損 40,210 －

事務所移転費用 － 6,469

その他 3,819 1,414

営業外費用合計 48,032 14,589

経常利益 443,708 464,675

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 621

特別利益合計 － 621

税金等調整前四半期純利益 443,708 465,296

法人税、住民税及び事業税 218,772 201,188

法人税等調整額 △3,815 14,766

法人税等合計 214,956 215,954

少数株主利益 1,168 1,235

四半期純利益 227,583 248,106
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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 443,708 465,296

減価償却費 13,216 15,350

引当金の増減額（△は減少） △8,632 △5,941

受取利息及び受取配当金 △13,375 △11,646

支払利息 4,002 3,503

売上債権の増減額（△は増加） 34,107 153,333

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,189 △67,153

仕入債務の増減額（△は減少） △82,390 △57,387

その他 42,264 12,511

小計 392,712 507,867

利息及び配当金の受取額 12,702 11,555

利息の支払額 △3,340 △3,590

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △357,392 △303,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,682 212,029

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 25,000 100,000

有価証券の償還による収入 － 200,000

有価証券の取得による支出 △300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,598 △28,825

投資有価証券の取得による支出 △162,288 △109,776

投資有価証券の売却による収入 － 10,955

その他 △4,967 △14,658

投資活動によるキャッシュ・フロー △543,854 157,693

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △20,000

自己株式の取得による支出 △269 △206

配当金の支払額 △125,606 △126,613

少数株主からの払込みによる収入 － 2,793

少数株主への配当金の支払額 △225 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,101 △144,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,018 △1,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630,292 224,073

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621 1,482,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,321,328 1,706,970
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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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