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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 4,022 △8.0 347 △44.4 387 △42.5 192 △52.8

21年3月期第3四半期 4,373 ― 625 ― 674 ― 408 ―

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 28.15 ―

21年3月期第3四半期 57.74 ―

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 12,922 10,736 82.3 1,552.41
21年3月期 13,453 10,770 79.4 1,557.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,641百万円 21年3月期  10,680百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

30.00 30.00

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 5,867 △6.4 786 △29.6 842 △28.7 470 △30.9 68.68



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  無  

(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） 

(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 

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前提に基づいており、実際の 
業績は様々な要因により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過程及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 7,700,000株 21年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  845,444株 21年3月期  844,647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 6,854,997株 21年3月期第3四半期 7,074,155株



 当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、全体としては最悪の状況からの改善傾向が見られるものの、中小

企業に関しては依然として先行きの悪化も見込まれ、今後景気が踊り場入りする可能性も指摘されております。 

 情報サービス産業に関しては、IT投資需要の回復にはまだ時間がかかると見られ、特に弊社の顧客層である中堅・

中小企業におけるIT投資については、マイナス成長が続く厳しい状況となっております。 

 当社におけるトピックスとしては、当第3四半期末から第4四半期にかけて、「Windows７」対応製品である「R７」

シリーズの発表や、医療機関向けビジネス展開を開始することに備え、販売パートナー様向けの「戦略フォーラム」

を当第3四半期に前倒しで開催し、例年以上に多くの関係者の皆様のご関心を頂くことができました。 

 しかしながら直近の売上状況につきましては、需要回復への足取りの重い中で製品売上を中心に前年割れの状況が

続いており、「PCA for SaaS（サース＝サービス型ソフトウェア）」のように順調な売上の伸びを記録するものがあ

るものの、総じて低調な推移となりました。 

 この結果、当第３四半期の連結累計期間の業績につきましては、売上高 4,022百万円（前年同期比 8.0％減）、

営業利益 347百万円（前年同期比 44.4％減）、経常利益 387百万円（前年同期比 42.5％減）、四半期純利益 

192百万円（前年同期比 52.8％減）となりました。 

  

  

 当第３四半期における財政状態（連結）の変動状況におきましては、当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼ

すような事象等の特段の記載を要するものはございません。 

 総資産は、法人税等の支払などにより、前連結会計年度末に比べ531百万円の減少となりました。 

 純資産は、剰余金の配当等により、（同）34百万円の減少となりました。 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ579百万円減

少し、1,080百万円となりました。 

 なお、当第３四半期における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであ

ります。 

（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、15百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益387百万円と、売上債権の減少額240百万円が計上された一方、法人税等の

支払額が563百万円となったこと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） 

 投資活動の結果支出した資金は、388百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の預入による支出4,364百万円に加え、市場販売目的ソフトウェアに係わる無形固定資産の

取得による支出額が84百万円計上された一方、定期預金の払戻による収入が4,000百万円とな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） 

 財務活動の結果支出した資金は、206百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払額205百万円によるものであります。 

 

  

  

  

 平成２２年３月期の業績予想につきましては、平成２１年９月２８日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」の業績予想の数値から変更はありません。 

 なお、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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）



 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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：百万円）

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 6,320 5,135

受取手形及び売掛金 655 895

有価証券 － 20

たな卸資産 5 7

繰延税金資産 458 559

その他 152 43

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 7,589 6,658

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,489 1,521

土地 2,794 2,794

その他（純額） 40 70

有形固定資産合計 4,324 4,386

無形固定資産   

のれん 125 150

その他 129 151

無形固定資産合計 255 301

投資その他の資産   

長期預金 100 1,500

その他 656 610

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 753 2,107

固定資産合計 5,333 6,795

資産合計 12,922 13,453

負債の部   

流動負債   

買掛金 71 111

前受収益 1,122 1,187

未払法人税等 － 253

賞与引当金 36 141

役員賞与引当金 12 19

その他 272 321

流動負債合計 1,516 2,036

固定負債   

長期前受収益 55 65

長期未払金 118 118

退職給付引当金 343 317

役員退職慰労引当金 153 144



（単位：百万円）

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) 

固定負債合計 670 647

負債合計 2,186 2,683

純資産の部   

株主資本   

資本金 890 890

資本剰余金 1,919 1,919

利益剰余金 8,916 8,928

自己株式 △1,036 △1,035

株主資本合計 10,689 10,703

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48 △22

評価・換算差額等合計 △48 △22

少数株主持分 95 89

純資産合計 10,736 10,770

負債純資産合計 12,922 13,453



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 4,373 4,022

売上原価 1,344 1,347

売上総利益 3,029 2,675

販売費及び一般管理費 2,404 2,327

営業利益 625 347

営業外収益   

受取利息及び配当金 32 25

その他 17 16

営業外収益合計 50 41

営業外費用   

その他 1 1

営業外費用合計 1 1

経常利益 674 387

特別利益   

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 18 －

税金等調整前四半期純利益 692 387

法人税、住民税及び事業税 190 211

法人税等調整額 91 △22

法人税等合計 281 189

少数株主利益 1 5

四半期純利益 408 192



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 692 387

減価償却費 82 93

無形固定資産償却費 60 106

のれん償却額 8 25

賞与引当金の増減額（△は減少） △96 △105

売上債権の増減額（△は増加） 251 240

仕入債務の増減額（△は減少） △16 △40

前受収益の増減額（△は減少） △177 △64

その他 △126 △95

小計 678 548

利息及び配当金の受取額 36 31

法人税等の支払額 △452 △563

営業活動によるキャッシュ・フロー 261 15

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,002 △4,364

定期預金の払戻による収入 2,500 4,000

有形固定資産の取得による支出 △128 △26

無形固定資産の取得による支出 △101 △84

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△194 －

その他 90 88

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,836 △388

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △498 △0

配当金の支払額 △212 △205

財務活動によるキャッシュ・フロー △711 △206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,285 △579

現金及び現金同等物の期首残高 4,560 1,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,274 1,080



 該当事項はありません。 

  

 当連結グループは、業務用ソフトウェアの製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、

該当事項はありません。 

  

  

 当連結グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は

ありません。 

  

  

 当連結グループは、海外売上高がないため、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）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〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 （注）１．生産金額は、販売価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注の状況 

 当連結グループは受注生産を行っておりません。 

(3）販売実績 

 （注）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

区分 
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） 

ソフトウェア（百万円）  1,074

区分 
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） 

ソフトウェア（百万円）  1,074

商品（百万円）  509

保守料（百万円）  1,719

導入指導料他 （百万円）  719

合計（百万円）  4,022
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