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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 19,396 △11.6 △634 ― △634 ― △393 ―
21年3月期第3四半期 21,953 ― 465 ― 467 ― 246 ―

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 △61.93 ―
21年3月期第3四半期 38.89 ―

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 11,293 4,576 36.9 656.84
21年3月期 13,399 5,096 35.0 738.34

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,171百万円 21年3月期  4,689百万円

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  有   

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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  有   

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 28,000 △8.4 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00
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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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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．平成21年10月29日に公表いたしました通期連結業績予想を、修正しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら 
  せ」をご覧ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。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。 

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 6,355,000株 21年3月期  6,355,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,688株 21年3月期  3,588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 6,351,345株 21年3月期第3四半期 6,351,496株
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 当第３四半期連結累計期間のわが国の経済は、昨年度後半からの景気後退により、企業収益の悪化や設備投資の減

少、雇用情勢の不安など極めて厳しい環境で推移し、今後も暫くこの状況が続くものと思われます。 

 当情報サービス産業界においても、顧客の情報化投資の延期、凍結などによる需要の落ち込みが続いております。

 当社グループは、このような事業環境により、システム機器販売事業において受注が大幅に減少したことや情報処

理サービス事業及びシステム開発事業のビジネスシステム部門の操業度が低下したこと等があり、売上高は193億96

百万円（前年同期比11.6％減）となりました。また、利益は売上高減少に伴い各事業の粗利益が低下したことや、受

注製作のソフトウェア開発案件の一部に採算悪化見込みのものが発生したこと等により、経常損失６億34百万円、四

半期純損失３億93百万円となりました。 

 以下、事業別の概況は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕 

  当事業は操業度の低下により、売上高は49億４百万円（前年同期比16.0％減）となりました。 

〔システム開発事業〕 

当事業はビジネスシステム部門において操業度の低下がありましたが、エンジニアリングシステム部門において

は受注が堅調であったため、売上高は77億69百万円（前年同期比3.4％増）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

  当事業は主要顧客からの受注が大幅に減少し、売上高は67億22百万円（前年同期比21.8％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億５百万円減少し112億93百万

円となりました。受取手形及び売掛金の減少が主な要因となっております。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億85百万円減少し67億17百万円

となりました。買掛金の減少が主な要因となっております。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて５億19百万円減少し45億76百万

円となりました。利益剰余金の減少が主な要因となっております。  

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月29日に公表いたしました連結業績予想を修正してお

ります。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

 該当事項はありません。 

  

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。  

  

受注製作のソフトウェア開発案件に係る収益の計上基準については、従来、完成基準を採用しておりました

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受注製作のソフトウェア開発案件から、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案件については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の案件については完成基準を適用しております。なお、当第３四半期連結累計期間においては

対象案件がないため損益への影響はありません。   

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

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 344,942 986,791

受取手形及び売掛金 4,372,237 6,413,515

商品 573,388 865,934

仕掛品 972,357 555,796

未収還付法人税等 15,759 －

繰延税金資産 1,198,765 929,281

その他 271,699 153,161

貸倒引当金 △11,228 △16,172

流動資産合計 7,737,921 9,888,309

固定資産   

有形固定資産 1,580,512 1,630,351

無形固定資産 227,922 173,697

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,305,313 1,307,198

その他 442,089 399,821

貸倒引当金 △180 △180

投資その他の資産合計 1,747,222 1,706,840

固定資産合計 3,555,657 3,510,889

資産合計 11,293,579 13,399,198

負債の部   

流動負債   

買掛金 767,064 2,061,320

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払費用 1,488,305 2,287,245

未払法人税等 5,779 34,965

工事損失引当金 274,806 47,130

その他 712,077 396,667

流動負債合計 3,548,033 5,127,329

固定負債   

退職給付引当金 3,080,193 3,054,430

役員退職慰労引当金 72,237 98,884

その他 17,000 22,475

固定負債合計 3,169,431 3,175,790

負債合計 6,717,464 8,303,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 3,662,322 4,182,715

自己株式 △2,697 △2,631

株主資本合計 4,595,567 5,116,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,951 1,202

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計 △423,768 △426,517

少数株主持分 404,316 406,570

純資産合計 4,576,114 5,096,078

負債純資産合計 11,293,579 13,399,198
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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 21,953,167 19,396,008

売上原価 18,206,486 16,793,845

売上総利益 3,746,681 2,602,163

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 1,519,329 1,603,174

その他 1,761,848 1,633,010

販売費及び一般管理費合計 3,281,177 3,236,184

営業利益又は営業損失（△） 465,503 △634,021

営業外収益   

受取利息 3,496 1,871

受取配当金 2,509 1,379

その他 351 408

営業外収益合計 6,357 3,659

営業外費用   

支払利息 4,158 2,971

固定資産除却損 － 1,293

その他 57 38

営業外費用合計 4,216 4,303

経常利益又は経常損失（△） 467,644 △634,665

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,019 4,944

特別利益合計 7,019 4,944

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3,145

特別損失合計 － 3,145

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

474,663 △632,866

法人税等 203,649 △243,128

少数株主利益 24,034 3,625

四半期純利益又は四半期純損失（△） 246,979 △393,363
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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及び当第３四半期連結累計期間において、当社グループは情報処理サービスの総

合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開

示する事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連

結子会社及び重要な在外拠点がないため開示する事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満の

ため、記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

（3）継続企業の前提に関する注記

（4）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〕

（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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