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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 12,738 △4.4 614 △20.7 615 △20.7 279 △29.4
21年3月期第3四半期 13,328 ― 774 ― 776 ― 395 ―

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 37.59 37.56
21年3月期第3四半期 53.26 53.20

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 9,042 6,011 64.6 786.81
21年3月期 10,055 5,895 56.7 768.16

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,844百万円 21年3月期  5,705百万円

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 ― 19.00 19.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
19.00 19.00

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 17,000 △7.9 680 △35.7 670 △39.6 300 △46.8 40.39
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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 
 業績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判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績等
は、業況の変化等により、これらの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、５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下さい。 

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 8,029,535株 21年3月期  8,029,535株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  601,280株 21年3月期  601,666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 7,428,015株 21年3月期第3四半期 7,426,710株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月1日～平成21年12月31日）における情報サービス産業は、昨

年からの実体経済の悪化による企業のＩＴ関連投資意欲減退や経費節減傾向が継続しており、経営環境が

よりいっそう厳しくなりました。 

経済産業省が行っている「特定サービス産業動態統計調査」（平成22年１月22日発表）によりますと、

情報サービス産業の売上高は、平成20年９月から平成21年11月まで、平成21年１月と５月を除き、前年同

月比マイナスとなりました。 

このような環境のもと、当社グループは、引き続き人材育成を最優先課題に取り組むとともに、グルー

プ経営資源の共有と活用をはかりつつ、既存顧客の横展開を中心とした受注活動を積極的に行ってまいり

ました。 

  その結果、主力のシステム運営管理業務は堅調に推移し、前年同期に比べ増加となりました。しかしな

がら、データ入力業務の大型案件の終了、連結子会社におけるソフトウエア開発業務の受注不振などの影

響もあり、当第３四半期連結累計期間における売上高は、127億38百万円（前年同期比4.4％減）となりま

した。 

収益面につきましては、内製化の推進および生産性向上施策による固定費等の削減効果はあったもの

の、継続案件の受注単価の下落、ソフトウエア開発案件の減少および一部延期に伴う技術者稼働率の低下

に加え、新規連結子会社化によるのれん償却費や販売費および一般管理費の増加により、営業利益６億14

百万円（同20.7％減）、経常利益６億15百万円（同20.7％減）、四半期純利益２億79百万円（同29.4％

減）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの部門別売上高は、次のとおりであります。 

  

① システム運営管理部門 

顧客からの値下げ要請が強まる中、システム運営管理ニーズをしっかりと捉えた受注活動を展開した結

果、売上高は73億15百万円（前年同期比2.4%増）となりました。 

② ソフトウエア開発部門 

エネルギー分野およびその他分野の受注が好調に推移したものの、金融関連の案件減少および一部子会

社における受注不振の影響により、売上高は42億90百万円（前年同期比8.5%減）となりました。 

③ データ入力部門 

新規連結子会社の株式会社シィ・エイ・ティの連結寄与があったものの、株券電子化の施行に伴う大型

証券代行案件の終了により、売上高は７億36百万円（前年同期比34.4%減）と大幅に減少しました。 

④ その他（セキュリティ部門、コンサルティング業務） 

セキュリティ業務の受注が好調に推移し、売上高は３億96百万円（前年同期比5.7%増）となりました。

  

・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
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①財政状態の変動状況 

(資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、現金及び預金の減少３億67百万円、売上債権の減少３億

３百万円、仕掛品の減少１億７百万円および繰延税金資産の減少２億32百万円などにより、前連結会計

年度末の100億55百万円から10億13百万円減少し90億42百万円となりました。 

(負債の部) 

当第３四半期連結会計期間末の負債の部は、仕入債務の減少１億60百万円、有利子負債の減少２億57

百万円、未払法人税等の減少２億84百万円および賞与引当金の減少５億８百万円などにより、前連結会

計年度末の41億59百万円から11億28百万円減少し30億31百万円となりました。 

(純資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益による増加２億79百万円および配当金の

支払による減少１億41百万円などにより、前連結会計年度末の58億95百万円から１億15百万円増加し60

億11百万円となりました。 

自己資本比率は前連結会計年度末の56.7％から7.9％上昇し64.6％となりました。 

②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ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

前年同四半期連結会計期間末に比べ70百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には15億７百万円

（前年同期比4.9％増）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりで

す。 

(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２億64百万円（前年同期比11.4％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益５億74百万円、減価償却費１億１百万円、のれん償却額１億

12百万円、売上債権の減少３億４百万円、たな卸資産の減少１億６百万円、仕入債務の減少１億60百万

円、賞与引当金を含むその他の流動負債の減少額３億58百万円および法人税等の支払額３億90百万円な

ど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) 

投資活動の結果使用した資金は２億27百万円（前年同期比46.4％減）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出55百万円、投資有価証券の取得による支出99百万円およ

び無形固定資産の取得による支出89百万円など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) 

財務活動の結果使用した資金は４億３百万円（前年同期は32百万円の獲得）となりました。 

これは主に、短期借入金の純減少額１億50百万円、長期借入金の返済による支出75百万円、社債の償

還による支出31百万円および配当金の支払額１億40百万円などによるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期連結累計期間における当業界につきましては、昨年以来の経済環境の悪化から、企業のＩＴ

関連への投資抑制や経費節減傾向は依然として顕著であり、厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは引き続き、受注活動の推進や、固定費等の削減、グループ資源の

集中による業務効率化等の改善をはかってまいります。 

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表いたしました通期業績予想の

数値に、現時点において変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

法人税等並びに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。 

  

請負受注制作のソフトウェアに係わる売上高及び売上原価の計上基準の変更 

請負受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、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受注制作のソフトウェア契約から、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受注制作のソフトウェアについては

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注制作のソフトウェアについては完成

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419,620千円増加し、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127,529千円増加しております。 

  

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 1,527,858 1,894,986 

受取手形及び売掛金 2,319,624 2,623,465 

仕掛品 103,599 210,742 

その他 233,761 458,643 

流動資産合計 4,184,843 5,187,838 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,686,795 1,686,795 

その他（純額） 712,531 756,938 

有形固定資産合計 2,399,327 2,443,734 

無形固定資産   

のれん 783,666 823,355 

ソフトウエア 81,649 89,828 

その他 9,340 9,361 

無形固定資産合計 874,656 922,545 

投資その他の資産 1,583,825 1,501,638 

固定資産合計 4,857,809 4,867,917 

資産合計 9,042,653 10,055,756 

負債の部   

流動負債   

買掛金 252,307 413,289 

短期借入金 480,000 630,000 

1年内償還予定の社債 － 31,450 

1年内返済予定の長期借入金 100,200 100,200 

リース債務 737 721 

未払法人税等 3,997 288,889 

賞与引当金 145,103 654,021 

役員賞与引当金 12,301 21,710 

受注損失引当金 2,792 1,476 

その他 815,604 686,673 

流動負債合計 1,813,044 2,828,431 

固定負債   

長期借入金 66,200 141,350 

リース債務 1,945 2,500 

退職給付引当金 675,098 725,488 

役員退職慰労引当金 475,309 462,178 

固定負債合計 1,218,554 1,331,517 

負債合計 3,031,599 4,159,949 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,344 592,344 

資本剰余金 545,595 545,719 

利益剰余金 5,158,837 5,020,712 

自己株式 △429,462 △429,792 

株主資本合計 5,867,315 5,728,984 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,589 △16,511 

為替換算調整勘定 △6,081 △6,686 

評価・換算差額等合計 △22,670 △23,198 

少数株主持分 166,409 190,020 

純資産合計 6,011,053 5,895,807 

負債純資産合計 9,042,653 10,055,756 
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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 13,328,733 12,738,776 

売上原価 10,815,975 10,278,479 

売上総利益 2,512,757 2,460,297 

販売費及び一般管理費 1,737,804 1,845,934 

営業利益 774,953 614,362 

営業外収益   

受取利息 983 1,880 

受取配当金 12,241 10,767 

受取保険金及び配当金 6,583 － 

その他 11,512 18,682 

営業外収益合計 31,320 31,330 

営業外費用   

支払利息 11,169 8,094 

コミットメントライン手数料 17,033 18,738 

その他 1,977 3,379 

営業外費用合計 30,180 30,212 

経常利益 776,092 615,480 

特別利益   

固定資産売却益 74 － 

投資有価証券売却益 38 2,128 

貸倒引当金戻入額 8,900 － 

特別利益合計 9,012 2,128 

特別損失   

固定資産売却損 654 466 

固定資産除却損 737 3,474 

投資有価証券売却損 20 － 

投資有価証券評価損 3,886 35,828 

解約清算損 11,330 3,180 

特別損失合計 16,627 42,948 

税金等調整前四半期純利益 768,477 574,660 

法人税、住民税及び事業税 97,468 81,004 

法人税等調整額 274,724 232,849 

法人税等合計 372,192 313,853 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 706 △18,447 

四半期純利益 395,578 279,253 
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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 768,477 574,660 

減価償却費 107,501 101,498 

固定資産除却損 737 3,474 

固定資産売却損益（△は益） 580 466 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,886 35,828 

のれん償却額 65,851 112,688 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,894 △9,409 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,900 － 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,851 1,316 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76,395 △50,389 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,096 13,131 

受取利息及び受取配当金 △13,224 △12,647 

支払利息 11,169 8,094 

為替差損益（△は益） △409 1,199 

売上債権の増減額（△は増加） 607,529 304,585 

たな卸資産の増減額（△は増加） △300,056 106,925 

仕入債務の増減額（△は減少） △102,499 △160,999 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △60,987 △44,024 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △349,310 △358,290 

その他 23,358 21,190 

小計 699,360 649,298 

利息及び配当金の受取額 12,966 12,464 

利息の支払額 △9,693 △7,168 

法人税等の支払額 △404,132 △390,083 

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,501 264,510 

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 △56,300 △55,975 

有形固定資産の売却による収入 1,621 217 

投資有価証券の取得による支出 △450 △99,010 

投資有価証券の売却による収入 242 7,600 

無形固定資産の取得による支出 △27,224 △89,455 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△339,978 － 

貸付けによる支出 △3,570 △3,496 

貸付金の回収による収入 935 1,460 

その他 413 11,267 

投資活動によるキャッシュ・フロー △424,310 △227,392 
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（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) 

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） － △150,000 

長期借入れによる収入 300,000 － 

長期借入金の返済による支出 △33,400 △75,150 

社債の償還による支出 △89,710 △31,450 

株式の発行による収入 1,607 － 

リース債務の返済による支出 － △538 

自己株式の取得による支出 △746 △246 

自己株式の売却による収入 78 452 

配当金の支払額 △140,546 △140,896 

少数株主への配当金の支払額 △4,698 △5,383 

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,583 △403,212 

現金及び現金同等物に係る換算差額 69 △1,033 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,155 △367,128 

現金及び現金同等物の期首残高 1,530,449 1,874,986 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,437,294 1,507,858 
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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）及び当第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）において、情報サービス事業の売上高及び

営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％を超えており、その他の事業には重要性がないため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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）及び当第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）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

【海外売上高】 

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）及び当第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）において、海外売上高は連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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） 

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) セグメント情報

(6) 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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