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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 15,454 △14.8 143 △79.0 △31 ― △169 ―
21年3月期第3四半期 18,134 ― 684 ― 617 ― 212 ―

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 △11.95 ―
21年3月期第3四半期 14.93 14.80

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 21,207 8,554 37.2 555.97
21年3月期 20,284 9,012 41.0 586.75

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,887百万円 21年3月期  8,324百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 20.00

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 22,130 △12.8 620 △51.4 670 △42.6 280 △32.5 19.74



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 
上記の予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

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 15,235,840株 21年3月期  15,235,840株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,048,545株 21年3月期  1,048,370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 14,187,388株 21年3月期第3四半期 14,228,642株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、一連の景気刺

激策や新興国経済の回復により、一部の景気指標で改善の兆しがありました。しかしながら厳しい雇用環境による個

人消費の低迷に加えデフレが進行するなど、依然として先行き不透明感が払拭できない状況で推移しました。 

 当社グループが所属する情報サービス産業は、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（2009年11月分確報）

によると平成21年４月から11月までの売上高が前年同期比6.0%減少しております。また、平成21年12月14日公表の日

銀短観では、ソフトウエアを含む2009年度の設備投資計画（除く土地投資額）が前年度比で14.9%減となっており、

企業のIT投資に対する慎重な姿勢はさらに厳しさを増しております。 

 この様な環境下、当社グループは、継続して顧客企業とのリレーション強化や新規顧客開拓を積極的に展開いたし

ました。さらに、企業の事業継続、情報セキュリティ対策やコスト削減といった顧客ニーズに応えるべく、平成21年

６月の第２データセンターの稼働を機に「仮想化」技術の研究・実用化に取り組み、平成21年10月には仮想化オー

ル・イン・ワンサービスの提供を他社に先駆けて開始するなど、ソリューション提供に一層注力してまいりました。

しかしながら顧客企業の予算削減に伴う案件の凍結、先送りや規模縮小により、売上高は15,454百万円（前年同累計

期間比14.8%減）となりました。 

 利益面につきましては、システム開発の内製化による外注費の削減、情報処理サービス運用の効率化による原価低

減、販売費及び一般管理費の低減を図りましたが、システム開発サービス（注）の売上減少により、営業利益は143

百万円（同79.0%減）となりました。また、当社関連会社の業績悪化に伴い、営業外費用に持分法による投資損失を

201百万円計上した結果、経常損失は31百万円（前年同累計期間は経常利益617百万円）、四半期純損失は169百万円

（前年同累計期間は四半期純利益212百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における売上区分別の売上状況は以下のとおりです。 

  

  ［情報処理サービス］ 

   データセンターサービス（コロケーション／ハウジングサービス等）や、メーリングサービスが堅調に推移

し、5,240百万円（前年同累計期間比1.0%増）となりました。 

  

  ［システム機器販売］ 

   前年同累計期間にあった石油販売業向けPOSやPCの買い替え需要が一巡し、441百万円（同21.3%減）となりま

した。 

  

  ［システム開発サービス］ 

   貸金業法の改正対応による金融業向けシステム開発が増加したものの、製造業を中心に企業の業績低迷による

案件の凍結・先送りや規模縮小などにより、9,772百万円（同21.1%減）となりました。 

  

（注）当連結会計年度より売上区分の見直しを行い、前連結会計年度まで「情報処理サービス」に含めておりました

システム運用代行関連の取引を「ソフトウエア開発」に移管し、併せて売上区分名を「ソフトウエア開発」か

ら「システム開発サービス」に改めております。 

なお、前第３四半期連結累計期間における当該売上高は496百万円であり、前年同累計期間比は組替え後の数

値で算出しております。  

  

  

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

［当社グループの四半期業績特性］ 

 売上高に占める割合が高いシステム開発サービスは、売上計上基準に完成基準と進行基準（※）を採用しており

ます。その多くが完成基準となることから、完成時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半期連結会計期間に集中

する傾向があります。 

※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。  



 当第３四半期連結会計期間末における総資産は21,207百万円となり、前連結会計年度末比923百万円の増加となり

ました。その主な要因は第２データセンターの立ち上げに関わる設備投資による有形固定資産の増加等があったこと

によるものであります。  

 なお、純資産は8,554百万円となり、自己資本比率は37.2％となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況）  

  当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。  

  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）は、前連結会計年度末と比較し

て937百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には3,328百万円となりました。 

  

 （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、1,203百万円となりました。 

  これは主に、たな卸資産の増加258百万円、仕入債務の減少535百万円および法人税等の支払495百万円等により

資金が減少したものの、償却による資金の内部留保771百万円および売上債権の減少1,580百万円等により資金が増

加したことによるものです。 

  

 （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、2,315百万円となりました。 

  これは主に、固定資産の取得による支出2,385百万円があったこと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） 

  財務活動の結果得られた資金は2,048百万円となりました。 

  これは主に、長期借入金の返済による支出744百万円および配当金の支払による支出320百万円等があったもの

の、短期借入れによる収入717百万円、長期借入れによる収入1,956百万円および社債発行による収入450百万円が

あったことによるものであります。  

  

 世界的な景気低迷は当面続くと見られ、第４四半期連結会計期間以降も厳しい環境であると認識しております。こ

れらの状況に対処するため、一層のコスト削減の徹底や利益率の向上へ向けた取り組みを検討・推進し、グループ一

丸となって経営効率の向上に邁進しております。 

 通期業績予想につきましては、現在精査中であり、現時点では、平成21年10月30日に公表しました通期業績予想を

修正せず据え置いております。見通しが判明次第、速やかに公表いたします。 

   

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



 該当事項はありません。 

  

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、かつ、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。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、検収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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当

第１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発契約から、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。 

なお、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、経常利益およ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。 

  

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



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 3,328,248 2,391,003

受取手形及び売掛金 2,918,707 4,501,014

商品及び製品 10,800 12,576

仕掛品 622,399 366,513

原材料及び貯蔵品 12,276 8,100

その他 836,184 835,827

貸倒引当金 △5,624 △5,921

流動資産合計 7,722,991 8,109,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,984,402 2,559,018

土地 3,500,695 3,500,695

その他（純額） 574,412 2,550,167

有形固定資産合計 10,059,510 8,609,881

無形固定資産   

のれん 338,224 478,047

その他 966,121 760,235

無形固定資産合計 1,304,346 1,238,282

投資その他の資産   

その他 2,123,259 2,335,406

貸倒引当金 △11,064 △14,639

投資その他の資産合計 2,112,194 2,320,767

固定資産合計 13,476,051 12,168,931

繰延資産 8,732 6,205

資産合計 21,207,775 20,284,251



（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 641,540 1,176,759

短期借入金 3,545,628 2,762,392

未払法人税等 156,362 476,393

賞与引当金 206,655 605,145

関係会社整理損失引当金 － 15,902

訴訟損失引当金 － 14,864

その他 2,089,882 1,482,699

流動負債合計 6,640,070 6,534,158

固定負債   

社債 750,000 600,000

長期借入金 4,281,758 3,135,182

退職給付引当金 676,886 712,696

その他 304,077 289,662

固定負債合計 6,012,722 4,737,541

負債合計 12,652,792 11,271,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,360,478 3,360,478

利益剰余金 1,927,705 2,409,317

自己株式 △604,339 △604,257

株主資本合計 7,887,837 8,369,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △157 △44,979

評価・換算差額等合計 △157 △44,979

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 659,304 679,998

純資産合計 8,554,983 9,012,551

負債純資産合計 21,207,775 20,284,251



（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 18,134,418 15,454,667

売上原価 14,197,952 12,315,411

売上総利益 3,936,466 3,139,256

販売費及び一般管理費 3,252,278 2,995,513

営業利益 684,187 143,743

営業外収益   

受取利息 167 84

受取配当金 9,368 7,543

助成金収入 － 105,954

投資有価証券売却益 － 26,331

保険解約返戻金 16,185 －

その他 12,700 18,210

営業外収益合計 38,422 158,123

営業外費用   

支払利息 64,605 93,190

持分法による投資損失 691 201,657

その他 39,995 38,061

営業外費用合計 105,293 332,908

経常利益又は経常損失（△） 617,316 △31,041

特別利益   

訴訟損失引当金戻入額 － 3,864

貸倒引当金戻入額 3,099 611

固定資産売却益 554 －

特別利益合計 3,653 4,476

特別損失   

固定資産除却損 1,530 2,261

投資有価証券評価損 72,380 －

固定資産売却損 724 －

特別損失合計 74,636 2,261

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（△）

546,333 △28,826

法人税等 295,512 149,858

少数株主利益又は少数株主損失（△） 38,327 △9,195

四半期純利益又は四半期純損失（△） 212,493 △169,488



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

546,333 △28,826

減価償却費 582,586 632,011

のれん償却額 140,700 139,822

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,057 482

受取利息及び受取配当金 △9,536 △7,627

支払利息 64,605 93,190

投資有価証券売却損益（△は益） － △26,331

売上債権の増減額（△は増加） 946,538 1,580,803

たな卸資産の増減額（△は増加） △758,013 △258,285

仕入債務の増減額（△は減少） △304,491 △535,218

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,171 △124,248

その他 △187,242 300,562

小計 1,043,594 1,766,334

利息及び配当金の受取額 9,497 7,604

利息の支払額 △59,159 △74,853

法人税等の支払額 △301,378 △495,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 692,553 1,203,595

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 △505,577 △1,954,100

無形固定資産の取得による支出 △115,194 △431,418

投資有価証券の売却による収入 － 143,672

その他 102,599 △73,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,172 △2,315,177

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） 608,000 717,436

長期借入れによる収入 240,000 1,956,660

長期借入金の返済による支出 △607,403 △744,284

社債の発行による収入 － 450,000

社債の償還による支出 △38,000 △10,000

自己株式の売却による収入 1,148 －

自己株式の取得による支出 △104,185 △82

配当金の支払額 △338,737 △308,644

少数株主への配当金の支払額 △15,945 △12,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,122 2,048,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,741 937,244

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,634 2,391,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,341,893 3,328,248



 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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