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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 4,968 △20.1 111 △44.8 168 △12.7 80 △6.1

21年3月期第3四半期 6,214 ― 201 ― 192 ― 85 ―

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 38.49 ―

21年3月期第3四半期 41.90 ―

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 4,855 2,112 43.5 1,010.78
21年3月期 4,951 2,137 43.2 1,022.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,112百万円 21年3月期  2,137百万円

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 6,693 △26.8 180 △66.1 262 △49.4 153 △48.0 73.34
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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 

・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て見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異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。 

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 2,090,000株 21年3月期  2,090,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  66株 21年3月期  66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 2,089,934株 21年3月期第3四半期 2,045,000株
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

（参考）平成22年３月期第３四半期（３月）の連結業績

 連結経営成績(会計期間) （平成21年10月１日～平成21年12月31日）

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 1,452 △30.6 △19 ― 9 ― △9 ―

21年３月期第３四半期 2,092 ― △8 ― △10 ― △15 ―

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 △4 48 ― ―
21年３月期第３四半期 △7 21 ― ―
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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、エコカー減税・補助金等政府の景気対策の効果で生

産の回復が進み景況感全体の改善につながりましたが、企業の設備投資計画は抑制気味で平成21年12月の

日銀短観によると、当社グループの事業に関わりの強いソフトウエア投資額は、全産業で前年度比11.2％

の減少、大企業製造業では前年度比18.2％の減少となっており、本格的な景気回復に至るまでには、まだ

しばらく時間を要すると予想されます。  

 一方、当社グループが属する情報サービス業界におきましては、経済産業省の「特定サービス産業動態

統計」によると、平成21年11月の売上高は、前年同月比5.0％減と６か月連続の減少となりました。その

主な要因は、「ソフトウエアプロダクト」が同13.6％減少し、主力の「受注ソフトウエア」も官公庁向

け、通信業向け等の減少により同4.4％の減少であります。 

 このような経営環境のなか、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、自動車関連製造業や

工作機械メーカー等においてＩＴ（情報技術）投資の中断や縮小が相次ぐなど景況悪化に伴い受注環境は

厳しい状況で推移しました。こうした状況から、当社グループの主力業務でありますＳＩサービス業務、

ソフトウエア開発業務の案件獲得に向け、既存顧客の深耕や新規顧客の開拓に努めてまいりました。企業

のシステム構築を中心とするＳＩサービス業務は、顧客の景気先行きに対する警戒感が予想以上に強く、

売上高は、3,089,887千円（前年同期比28.8％減）となりました。ソフトウエア開発業務においては、既

存顧客からの継続受注を安定的に確保でき堅調に推移したことから売上高は、1,406,340千円（前年同期

比2.8％増）となりました。ソフトウエアプロダクト業務におきましては、主力のコールセンター向け商

品や次世代通販業向けのパッケージ商品などの販売強化により売上高は、369,526千円（前年同期比6.7％

増）、商品販売では企業の設備投資抑制によるＩＴ機器の需要低迷傾向が継続しており売上高は、99,576

千円（前年同期比35.7％減）、その他のＷＥＢサイトの運営などの売上高は、2,968千円（前年同期比

10.8％減）となりました。 

 収益面におきましては、売上高の減少や受注環境の悪化に伴う技術者の待機工数の発生などが収益を圧

迫する要因となりました。収益確保の向上を目指しプロジェクト毎の原価管理の徹底を図るＰＲＭ

（Project Risk Management）活動の強化や、生産コスト削減のための内製化政策の推進、また、不要不

急の経費を抑えるなど経費削減による原価圧縮に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高4,968,300千円（前年同期比20.0％

減）、営業利益111,325千円（前年同期比44.7％減）、経常利益168,220千円（前年同期比12.6％減）、四

半期純利益80,437千円（前年同期比6.1％減）となりました。 

  

総資産は、現金及び預金が増加したものの受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前連結会計

年度末に比べ95,880千円減少し、4,855,164千円となりました。 

負債は、長・短期借入金が増加したものの買掛金や未払法人税等が減少したことなどにより、前連結会

計年度末に比べ70,653千円減少し、2,742,704千円となりました。 

純資産は、四半期純利益を計上したものの剰余金の配当を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ

25,227千円減少し、2,112,459千円となりました。 

  

最近の業績動向や景気の先行き不透明感から企業のＩＴ投資が先送りとなっている状況等を踏まえ、業

績予想の見直しを行った結果、平成21年５月14日に公表した平成22年３月期通期の業績予想を修正してお

ります。 

 詳細につきましては、平成22年１月27日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

【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。 

  

（簡便な会計処理） 

① 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、連結会計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。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用については、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。 

  

① 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、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)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プロジェクトから、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（プロ

ジェクト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140,446千円、売上総利益、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26,402千円増加しております。 

  

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
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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 1,702,501 1,050,624

受取手形及び売掛金 1,458,741 2,265,903

商品及び製品 6,756 4,919

仕掛品 152,119 110,911

原材料及び貯蔵品 5,434 5,441

その他 215,335 178,167

貸倒引当金 △144 △396

流動資産合計 3,540,743 3,615,572

固定資産   

有形固定資産   

土地 604,806 604,806

その他（純額） 215,070 236,407

有形固定資産合計 819,877 841,214

無形固定資産   

のれん 32,742 46,751

その他 234,256 217,076

無形固定資産合計 266,999 263,828

投資その他の資産 227,543 230,428

固定資産合計 1,314,420 1,335,472

資産合計 4,855,164 4,951,044
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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 298,428 624,542

短期借入金 345,000 －

1年内返済予定の長期借入金 572,688 526,151

未払法人税等 2,036 126,833

賞与引当金 193,174 302,690

その他 490,837 452,552

流動負債合計 1,902,164 2,032,769

固定負債   

長期借入金 637,127 578,652

退職給付引当金 167,971 154,744

その他 35,441 47,191

固定負債合計 840,540 780,588

負債合計 2,742,704 2,813,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,150 550,150

資本剰余金 517,550 517,550

利益剰余金 1,041,593 1,065,652

自己株式 △66 △66

株主資本合計 2,109,227 2,133,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,232 4,399

評価・換算差額等合計 3,232 4,399

純資産合計 2,112,459 2,137,686

負債純資産合計 4,855,164 4,951,044
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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 6,214,452 4,968,300

売上原価 5,009,647 3,935,639

売上総利益 1,204,804 1,032,661

販売費及び一般管理費 1,003,253 921,336

営業利益 201,551 111,325

営業外収益   

受取利息 149 79

受取配当金 210 210

助成金収入 － 70,263

保険配当金 842 －

受取家賃 892 －

受取手数料 723 －

その他 505 1,756

営業外収益合計 3,323 72,309

営業外費用   

支払利息 11,459 15,208

その他 825 205

営業外費用合計 12,285 15,414

経常利益 192,590 168,220

特別利益   

固定資産売却益 191 －

貸倒引当金戻入額 52 －

特別利益合計 243 －

特別損失   

固定資産除却損 406 804

ゴルフ会員権売却損 84 －

特別損失合計 491 804

税金等調整前四半期純利益 192,342 167,415

法人税等 106,650 86,978

四半期純利益 85,691 80,437
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,092,697 1,452,275

売上原価 1,774,538 1,162,515

売上総利益 318,158 289,759

販売費及び一般管理費 326,223 309,436

営業損失（△） △8,065 △19,676

営業外収益   

受取利息 36 15

受取配当金 35 35

助成金収入 － 33,911

保険配当金 842 －

その他 863 615

営業外収益合計 1,777 34,577

営業外費用   

支払利息 3,944 5,485

その他 22 67

営業外費用合計 3,967 5,552

経常利益又は経常損失（△） △10,255 9,348

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 1,498

貸倒引当金戻入額 44 －

特別利益合計 44 1,498

特別損失   

固定資産除却損 133 208

特別損失合計 133 208

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（△）

△10,344 10,639

法人税等 4,715 20,008

四半期純損失（△） △15,060 △9,369
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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 192,342 167,415

減価償却費 81,139 73,697

のれん償却額 14,009 14,009

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,400 △109,515

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,757 13,226

売上債権の増減額（△は増加） 252,460 811,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △365,784 △43,037

仕入債務の増減額（△は減少） △3,658 △331,154

その他 101,998 44,668

小計 138,862 640,977

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △267,244 △234,447

その他 △11,731 △15,303

営業活動によるキャッシュ・フロー △140,112 391,226

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 △3,542 △5,129

無形固定資産の取得による支出 △59,235 △63,333

その他 615 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,162 △68,476

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 900,000 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △655,000

長期借入れによる収入 600,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △386,851 △494,988

株式の発行による収入 145,500 －

リース債務の返済による支出 △25,230 △16,401

配当金の支払額 △97,000 △104,496

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,418 329,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,143 651,862

現金及び現金同等物の期首残高 338,604 1,015,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 672,748 1,667,357
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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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生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 当第３四半期連結会計期間における生産実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 外注実績 

 当第３四半期連結会計期間における外注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間における仕入実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

業務区分

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 915,976 55.7

ソフトウエア開発業務 467,438 96.0

ソフトウエアプロダクト業務 115,389 94.6

その他 963 91.3

合計 1,499,768 66.5

業務区分

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

外注高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 284,487 32.5

ソフトウエア開発業務 109,118 57.9

ソフトウエアプロダクト業務 13,614 68.0

合計 407,220 37.6

業務区分

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

商品販売 25,091 98.7
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(4) 受注実績 

 当第３四半期連結会計期間における受注実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(5) 販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

業務区分

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

ＳＩサービス業務 936,078 53.3 719,790 46.7

ソフトウエア開発業務 422,008 106.9 243,260 93.5

ソフトウエアプロダクト業務 103,542 70.2 13,942 25.0

商品販売 39,020 61.3 3,256 78.5

合計 1,500,649 63.5 980,249 52.6

業務区分

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ＳＩサービス業務 844,781 59.1

ソフトウエア開発業務 467,438 96.1

ソフトウエアプロダクト業務 101,790 91.7

商品販売 37,302 58.4

その他 963 91.4

合計 1,452,275 69.4

相手先

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東芝ソリューション㈱ 464,854 22.2 302,372 20.8

㈱富士通中部システムズ 200,321 9.5 154,172 10.6
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