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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,513 △21.6 340 7.3 347 5.6 207 10.1
21年3月期第3四半期 4,481 ― 317 ― 329 ― 188 ―

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 11,845.52 ―

21年3月期第3四半期 10,760.58 ―

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 2,518 1,903 75.6 108,745.36
21年3月期 2,633 1,740 66.1 99,476.90

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,903百万円 21年3月期  1,740百万円

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 ― 2,600.00 2,600.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想） 2,800.00 2,800.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,750 △20.8 440 △12.0 440 △12.2 250 △9.1 14,285.71
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４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) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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 17,500株 21年3月期  17,500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（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 17,500株 21年3月期第3四半期 17,500株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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３
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の悪化が続いているものの、アジア地

域を中心とする海外経済の改善を背景に設備投資も下げ止まりつつあり、業況感の改善が緩や

かに進んでおります。しかしながら、失業率が依然高水準にあり、また個人消費は低調に推移

しており、デフレが懸念されるなど、景気は持ち直しつつあるもののその自律的回復力は弱い

状況にあります。 

一方、当社が属する情報サービス産業においても、競争力強化に向けた IT 投資意欲は底堅い

ものの、企業収益の悪化の影響が遅行して現れてきており、新規投資抑制や延期の動きも長期

化し、依然として厳しい経営環境にあります。 

このような状況の中で、当社は成長分野および得意領域に経営資源を集中し、営業活動を展

開いたしました。また、原価改善や間接コストの削減等、収支改善の自助努力を重ねてきてお

ります。しかしながら、顧客企業における IT 投資抑制や先送りの影響等の結果、当第３四半期

累計期間は売上高 3,513 百万円（前年同四半期比 21.6％減）、営業利益 340 百万円（前年同四半

期比 7.3％増）、経常利益 347 百万円（前年同四半期比 5.6％増）、四半期純利益 207 百万円（前

年同四半期比 10.1％増）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて 368 百万円減少し、1,684 百万円となりました。これは、

現金及び預金の減少が 182 百万円、受取手形及び売掛金の減少が 210 百万円あったため等であり

ます。 

固定資産は、前事業年度末に比べて 253 百万円増加し、834 百万円となりました。これは、投

資有価証券の取得等による増加が 285 百万円あったため等であります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて 277 百万円減少し、534 百万円となりました。これは、法

人税等の支払いを主要因とする未払法人税等の減少が 88 百万円、賞与の支給を主要因とする賞

与引当金の減少が 107 百万円、買掛金の減少が 97 百万円あったため等であります。なお、固定

負債は 80 百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて 162 百万円増加し、1,903 百万円となりました。これは、配

当金の支払いによる繰越利益剰余金の減少が 45 百万円あったものの、四半期純利益が 207 百万

円あったため等であります。 
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 ３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 10 月 30 日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳しくは平成 22 年１

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。 

(注)上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に

影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績

は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる場合があります。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末 

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正 

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して 

算定する方法によっております。 

③ 税金費用の計算方法 

税金費用については、当第３四半期累計期間を含む事業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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

(2) 四半期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 

① 完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益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１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第３四

半期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工事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、その他の工事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３四半期累計期間の売上高は 14 百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は、それぞれ５百万円増加しております。 
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５【四半期財務諸表】 
  (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

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 863,294 1,046,220

受取手形及び売掛金 638,413 849,218

仕掛品 49,287 5,971

その他 133,523 151,826

流動資産合計 1,684,519 2,053,236

固定資産   

有形固定資産 244,397 255,828

無形固定資産 82,622 101,048

投資その他の資産   

投資有価証券 333,299 47,874

その他 173,700 175,491

投資その他の資産合計 507,000 223,366

固定資産合計 834,020 580,242

資産合計 2,518,540 2,633,479

負債の部   

流動負債   

買掛金 219,429 317,420

未払費用 159,126 101,140

未払法人税等 30,073 118,525

賞与引当金 78,317 185,491

役員賞与引当金 － 7,920

その他 47,821 81,672

流動負債合計 534,768 812,170

固定負債   

その他 80,728 80,463

固定負債合計 80,728 80,463

負債合計 615,496 892,633

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,900 308,900

資本剰余金 248,900 248,900

利益剰余金 1,345,812 1,184,015

株主資本合計 1,903,612 1,741,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △568 △969

評価・換算差額等合計 △568 △969

純資産合計 1,903,043 1,740,845

負債純資産合計 2,518,540 2,633,479
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(2)【四半期損益計算書】 
  【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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 4,481,229 3,513,027

売上原価 3,584,519 2,752,092

売上総利益 896,709 760,935

販売費及び一般管理費 579,154 420,307

営業利益 317,555 340,628

営業外収益   

受取利息 202 95

有価証券利息 － 1,750

受取配当金 354 8,024

匿名組合投資利益 9,720 －

その他 1,399 673

営業外収益合計 11,677 10,544

営業外費用   

支払利息 170 －

複合金融商品評価損 － 3,560

営業外費用合計 170 3,560

経常利益 329,062 347,612

特別利益   

保険返戻金 164 433

投資有価証券売却益 － 5,100

特別利益合計 164 5,533

特別損失   

投資有価証券評価損 4,186 －

その他 367 －

特別損失合計 4,554 －

税引前四半期純利益 324,672 353,145

法人税、住民税及び事業税 136,362 145,849

四半期純利益 188,310 207,296
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 324,672 353,145

減価償却費 64,197 46,565

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,189 △107,173

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,830 △7,920

未払役員退職金の増減額（△は減少） △7,680 －

受取利息及び受取配当金 △202 △8,120

有価証券利息 － △1,750

支払利息 170 －

複合金融商品評価損益（△は益） － 3,560

投資有価証券評価損益（△は益） 4,186 －

匿名組合投資損益（△は益） △9,720 －

固定資産除却損 116 －

投資有価証券売却益 － △5,100

売上債権の増減額（△は増加） 224,120 226,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,267 △43,316

仕入債務の増減額（△は減少） △67,132 △97,990

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,058 2,545

その他の流動負債の増減額（△は減少） 94,509 21,566

その他 111 250

小計 468,004 382,726

利息及び配当金の受取額 202 9,870

利息の支払額 △266 －

法人税等の支払額 △263,137 △231,882

営業活動によるキャッシュ・フロー 204,802 160,714

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14,758 △1,215

無形固定資産の取得による支出 △10,549 △15,494

投資有価証券の取得による支出 △9,765 △388,329

投資有価証券の売却による収入 － 105,160

敷金の差入による支出 △1,046 △314

敷金の返還による収入 238 2,290

保険積立金の積立による支出 △95 △4

保険積立金の返戻による収入 617 403

出資金の返還による収入 19,487 －

その他 － △1,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,871 △298,554

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △30,000 －

配当金の支払額 △38,154 △45,085

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,154 △45,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,776 △182,925

現金及び現金同等物の期首残高 827,004 1,046,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 947,781 863,294
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   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） 

   該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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） 

   該当事項はありません。 
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