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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） 

（注）当第3四半期累計期間において、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない為記載し
ておりません。 

(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 4,750 △21.8 15 △87.9 14 △93.8 1 △98.6

21年3月期第3四半期 6,077 ― 126 ― 226 ― 140 ―

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 1.29 ―

21年3月期第3四半期 95.88 95.62

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 3,135 1,653 52.7 1,125.20
21年3月期 3,115 1,704 54.7 1,159.90

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,653百万円 21年3月期  1,704百万円

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  有  

詳細につきましては、平成22年1月18日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 ― 22.00 ― 22.00 44.00
22年3月期 ― 14.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 14.00

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  無  
詳細につきましては、平成22年1月18日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 6,500 △19.1 △47 ― △50 ― △32 ― △22.13
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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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 有

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 1,521,910株 21年3月期  1,521,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  52,326株 21年3月期  52,286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 1,469,611株 21年3月期第3四半期 1,469,143株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 
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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３四半期会計期間における我が国の経済は、好調な新興国経済に牽引され、輸出や生産の回復が続くと共に、

国内需要も政策効果で支えられて、一部企業の業績予想に上方修正が出てくる等、景況感に改善の兆しが見られまし

た。  

 しかし、デフレの不安や雇用環境の厳しさ等から先行きに不透明感があり、全般には力強さを欠いております。  

 当社が属する情報サービス産業や当社の主要顧客においては、ユーザ企業の情報化投資抑制が一段と強まる傾向に

あることに加えて、公共事業の見直しもでてきたことから、開発案件の減少、規模の縮小が発生しています。  

 こうしたことから、メーカ、ＳＩ企業は発注先企業の絞込みを進める他、子会社への優先発注や内製化、拠点や子

会社の統廃合を一層強めて効率化を図っております。  

 競合他社においては、これらの影響を受けて、技術者の余剰感が増してきており、未稼働工数の解消に向けて、価

格競争を激化させております。  

 受注競争が激化する中、低採算に対応する為、より一層の経費削減に取組む他、営業力を強化して顧客との関係強

化に努めています。  

 このような環境下、事業関連において、重要顧客に集中したアプローチを展開すると共に、ソリューションの商用

化に向けた活動を実施しました。  

 ビジネス事業では、アウトプット・コントロール統合基盤ソリューション「ＡＰＴＯＳシリーズ」の提供を開始し

ております。  

 又、ユビキタス事業においては、ＲＦＩＤタッチタグを使用した「ＭＲＩ検査室入退管理システム」を藤田保健衛

生大学病院にて実運用を開始しました。  

 組織関連では、プロジェクトの採算性向上策として、プロジェクトの工程管理を徹底した他、内製化及び海外オフ

ショアの推進による外注加工費の抑制、並びにその他経費の原価抑制等、開発コストの削減に取組みました。  

 しかしながら、売上総利益率は第１四半期会計期間16.6％、第２四半期会計期間21.2％と改善傾向にあったもの

の、当第３四半期会計期間では受注の低迷により未稼働工数が発生して17.9％となり、当第３四半期累計期間では

18.6％と前年同期間に比べ1.8ポイントの悪化となりました。  

 財務関連においては、販売管理費の圧縮策を幅広く推進し、当第３四半期会計期間は前年同期比72百万円削減し、

当第３四半期累計期間では242百万円削減することができました。  

 しかしながら、減収による利益の減少を補うには至っておりません。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は、1,480百万円と前年同期比21．7％の減収となり、経常利益は、前

年同期間が40百万円の赤字に対して、５百万円と黒字を確保したものの、当初見込んでいた金額を下回りました。  

 又、当第３四半期累計期間の売上高は、4,750百万円と前年同期比21.8％の減収、経常利益は、14百万円と前年同

期比93.8％の減益となりました。  

 尚、当第３四半期累計期間の工事進行基準適用による売上高は、196百万円であり、その利益は43百万円となって

おります。 

  

 事業別の状況は、次の通りであります。  

①ビジネス事業においては、トータル・サービス提供によるエンド・ユーザ掘起しに取組みました。  

 具体的には、各メーカとの協業促進により受注チャネルを拡大し、継続案件の確保と新規エンド・ユーザの掘 

起こしに取組みました。  

 又、新規案件の立上がりに向けて、プロジェクト・メンバの再編成に取組むと共に、大型案件の上流工程から開

発工程への移行に向けて、体制の拡大と海外オフショアを積極的に推進しました。  

 併せて「ＡＰＴＯＳシリーズ」を11月から提供開始しました。  

 受注状況としては、信販会社向け３社システム統合、及びＶカード次期システム開発、並びに保険会社向けシス

テム統合は、受注に至ったものの、拡大規模は想定内に留まりました。  

 又、大学向け基幹システム開発は、予算執行の時点で見直しが入り、急遽、体制を縮小せざるを得なくなりまし

た。  

 一方、電力会社・ガス会社向け、基幹システム構築は順調に業務が進捗し、受注が拡大してきております。  

 しかしながら、大手銀行・信託銀行向けの他、旅行会社向けの大型案件が前事業年度末迄に終息した影響を受け

て、売上高は大きく減少しております。  

 こうしたことから、当第３四半期会計期間のビジネス事業の売上高は698百万円と前年同期比22.4％の減収とな

り、当第３四半期累計期間では2,192百万円と前年同期比27.5％の減収となりました。  

 又、当第３四半期会計期間末における受注残高は、802百万円と前年同期比29.2％の増加となりました。  

尚、第２四半期会計期間末における受注残高が、570百万円で前年同期比33.0％の減少であったことから、金融分

野は依然として厳しいものの、インフォメーション分野に受注回復の兆しが見受けられます。   
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②エンジニアリング事業においては、主要顧客におけるプレゼンスを更に高めることに取組みました。  

 具体的には、既存重要顧客を中心に、実運用後の保守対応を強化して、次案件の受注に取組みました。 

 又、開発実績をもとに顧客との営業連携により、新規エンド・ユーザの開拓及び新規案件の受注獲得を図ると共

に、他部署への展開と新たな領域への取組みを強化し、受注回復時期に向けた体制維持に努めました。 

 尚、蓄積した技術・ノウハウに関連する業務領域では、他メーカへの提案も展開しております。  

 この結果、通信インフラ関連は、高い水準での開発需要を予想しておりましたが、次世代ネットワーク関連の開

発が急激に縮小されました。  

 又、航空関連は、公共投資削減に向けた動きから、継続業務の一部機能が凍結され、開発体制を縮小しておりま

す。 

 半導体洗浄装置においても、顧客の受注は急回復しておりますが、開発体制は縮小した状態が続いております。

 尚、顧客の拠点統廃合に対応して、開発体制をシフトさせております。  

 一方、携帯電話関連は、ソフトウェア共通化により旧規格のアプリケーション開発が減少しているものの、Ｓ３

Ｇドライバ開発、新プラットフォームによる開発が継続していることに加えてマルチメディア系ミドルウェア開

発、新デバイス実装のドライバ開発が立上がりました。  

 自動車向けは、ＯＳ関連開発はコスト削減要請の影響から金額が縮小したまま継続しております。 

 一方、新たに次世代向けシステム原理試作開発が立上がりました。  

 事務機器向けは、新規ＯＳベース次世代ＭＦＰコントローラ・プラットホーム開発が継続・拡大しております。 

 こうしたことから、当第３四半期会計期間のエンジニアリング事業の売上高は773百万円と前年同期比18.4％の

減収となり、当第３四半期累計期間では2,537百万円と前年同期比14.8％の減収となりました。  

 又、当第３四半期累計期間末における受注残高は、808百万円と前年同期比12.2％の減少となりました。  

 尚、第２四半期累計期間末における受注残高が、723百万円で前年同期比24.5％の減少であったことから、通

信・組込み分野は厳しさが残るものの、制御分野において受注回復の兆しが見受けられます。  

  

③ユビキタス事業においては、商品化を加速して、事業成長基盤の構築に取組みました。  

 具体的には、展示会来場顧客をターゲットに商品化提案を積極的に展開すると共に、顧客との共同開発を推進し

ております。  

 中でも、ＲＦＩＤの応用製品や、ＺｉｇＢｅｅを利用したセンサ・ネットワーク製品の試作機、実験機の開発に

取組む他、商品化に向けて、環境試験と量産機開発の取組みを強化しました。  

 この結果、ＲＦＩＤ「タッチタグ」を利用したセキュリティ・システムは開発を終えて、藤田保健衛生大学病院

に「ＭＲＩ検査室入退管理システム」を導入した他、株式会社イトーキが販売予定している「人体通信エントラン

スシステム／ＴＨ」向けに、量産準備を開始しております。  

 しかしながら、全般的には共同開発、環境試験の工程にあり、大きな受注、売上に繋がっておらず、又「グラッ

とシャット」は自治体、医療機関の他に、量販店にも販路拡大を図っておりますが、需要開拓には繋がっていませ

ん。  

 こうしたことから、当第３四半期会計期間のユビキタス事業の売上高は、９百万円と前年同期比78.5％の減収と

なり、当第３四半期累計期間では19百万円と前年同期比73.6％の大幅な減収となりました。  

 又、当第３四半期累計期間末における受注残高は、２百万円と前年同期比42.4％の増加となりました。  

 しかしながら、第２四半期累計期間末における受注残高においても、３百万円と前年同期比90.6％の減少であっ

たことから、金額的には小さく厳しい状況が続いております。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期会計期間末における貸借対照表の「資産合計」は、3,135百万円と前事業年度末に比べ20百万円増加

となりました。  

 その内訳として、「流動資産」は、2,049百万円と前事業年度末に比べ85百万円増加しました。 

 主な変動要因としては、売上高の減収により受取手形及び売掛金が248百万円減少した一方で、現金及び預金が280

百万円増加、仕掛品が55百万円増加したことによります。 

 「固定資産」は、1,085百万円と前事業年度末に比べ65百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、減価償却並びに別館設備の除却により有形固定資産が25百万円減少、又、減価償却により

無形固定資産が11百万円減少、更に、本社別館敷金の解約により投資その他の資産が28百万円減少したことによりま

す。 

 一方、「流動負債」は、863百万円と前事業年度末に比べ45百万円増加しました。 

 主な変動要因としては、外注加工費が減少したことにより買掛金が123百万円減少、賞与引当金が151百万円減少し
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た一方で、金融機関からの借入により短期借入金が225百万円増加、未払金が51百万円増加したことによります。 

 「固定負債」は、618百万円と前事業年度末に比べ24百万円増加しました。 

 主な変動要因としては、退職給付引当金が13百万円増加した他、役員退職慰労引当金が９百万円増加したことによ

ります。 

 これにより「負債合計」は1,481百万円と前事業年度末に比べ71百万円増加しました。 

 「純資産」は、1,653百万円と前事業年度末に比べ51百万円の減少となりました。 

 主な変動要因としては、利益剰余金が51百万円減少したことによります。 

 以上の結果、「自己資本比率」は、52.7％と前事業年度末に対して2.0ポイント悪化しております。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期会計期間末に比べ68百万円増加（前年同期は

39百万円減少）し、当第３四半期会計期間末には320百万円（前年同期は254百万円）となりました。  

当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、128百万円減少（前年同期は258百万円の減少）となりました。 

その主な要因は、賞与引当金が102百万円減少、たな卸資産が74百万円増加し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」は、10百万円減少（前年同期は48百万円の減少）となりました。 

その主な要因は、有形固定資産の取得により２百万円減少し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」は、206百万円増加（前年同期は266百万円の増加）となりました。 

その主な要因は、短期借入金の純増により225百万円増加したことによるものであります。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

 平成22年３月期第４四半期以降の事業環境の見通しですが、日銀短観によると、企業の設備投資計画は９月調査

時点から更に下方修正され、前年度比28.2％減と過去最大の減少幅となり、又、機械受注統計では７－９月期に下

げ止まりの動きが見られたものの、10－11月は２か月連続してマイナスとなる等、国内景気は最悪期からは脱して

いるが回復力は弱く、設備投資に慎重な姿勢が広がってきています。  

 情報サービス産業や当社の主要顧客の状況を見ると、企業は事業環境の先行き不透明感から、期末業績の確保に

向けて、既存業務での更なるコスト削減を図る他、新規業務では、機能の絞り込みによる縮小や先送りをさせる

等、開発投資を抑制しております。  

 更に、公共関連では政策変更から、新規業務が凍結されつつあります。  

 今後、政策効果の反動、政策変更の影響等が懸念材料として残ることから、国内企業は、生産・在庫調整を進め

ると共に、徹底したコスト削減を継続していくものと思われます。  

 一方では、新興国を牽引役とした世界経済の回復を背景に増収も見込まれることから、国内企業の競争力強化に

向けた情報化投資が回復傾向に転換する時期は、夏頃にずれ込むものと見ております。  

 期末に向けて、売上見通しには厳しさが残るものの、利益見通しにメドがついた一部の企業では、凍結していた

設備投資を再開し始める等、同一業種でも顧客毎、事業領域毎にまだら模様の感が強まっています。  

 競合他社においては、生き残りを賭けて、不採算事業・分野から撤退し、技術者を得意分野へシフトする共に同

分野への営業強化を集中展開しております。  

 併せて、拠点廃止や事務所縮小等により固定費を圧縮させる他、雇用調整助成金を申請して社員技術者の維持確

保を図っております。  

 このような見通しの中で、当社は次の重点施策に取組みます。  

 事業戦略としては、トータル・サービスの提供によるエンド・ユーザの掘起しを推進すると共に、重要顧客にお

けるプレゼンスを高め、収益の拡大を図ります、  

 又、ユビキタス関連の商品化を加速させ、事業の成長基盤を構築します。  

 特に、ビジネス事業並びにエンジニアリング事業においては、期末にかけては、他社担当分の進捗状況からプロ

ジェクト全体のスケジュール調整が行われるリスクが高まります。  

 当社としては、待機期間の短縮化と未稼働工数の発生防止を目的に、状況に応じて他社担当分の業務支援・引取

りを含めて顧客へ積極的に提案することで、顧客内シェアと信頼を拡大させ、来期の案件受注に繋げて参ります。 

 一方、顧客からの単価低減や開発・保守体制の縮小要請は続いているものの、極端な要請は減少しつつあり、こ

れまで単価低減要請に応えてきたことを踏まえて、来期における旧単価への巻き戻しも含めて提案しております。 

 組織戦略としては、プロジェクトの工程管理を徹底し、利益の安定確保を狙います。  

 又、プロジェクト管理者の育成により、稼動プロジェクト数を拡大させます。  

 財務戦略としては、原価、販売管理費の固定費用の更なる効率化によりコスト削減を図ります。  

 併せて、在庫水準の抑制と資金回収期間の短縮化によりキャッシュ・フローの改善を図ります。  
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①．会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及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）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）を当第１四半期会計期間より適用し、当第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196,169千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益は、それぞれ43,686千円増加しております。 

  

②．表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）の適用に伴い、前第３四半期会計期間において、「原材料」（69,636千円）と流動資産の

「その他」に含めていた「貯蔵品」（1,565千円）は、当第３四半期会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括し

て掲記しております。 

 尚、当第３四半期会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ25,263千円、2,396千円でありま

す。 

 又、株主還元策としては、１月18日付けにて公表した業績予想の修正に伴い、配当予想も修正させていただきま

した。 

 これにより、第２四半期会計期間末に１株当たり14.00円を実施しましたが、期末配当予想につきましては、見

送りとさせていただきます。  

 従いまして、当事業年度の１株当たり年間配当金は14.00円となります。  

  

 こうしたことから、売上高は、6,500百万円と前年同期比19.1％の減収となる見通しであります。  

 一方、費用の面では、前事業年度より販売が低調に留まっている「グラッとシャット」の期末在庫について、製

品評価損として66百万円を売上原価に計上することとなりました。  

 更に、営業外収支の、前事業年度の特殊要因による収入がなくなる為、減益幅が大きくなっております。  

 以上のことから、経常損失は50百万円となる見通しであります。 

 尚、平成22年１月18日公表「業績予想の修正に関するお知らせ」からの変更はありません。 

   

  

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

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しており

ます。 

２．棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法を採用しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して、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

下げを行う方法を採用しております 

３．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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

採用しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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場合に、前事業年度決算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を採用しております。 

  

（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
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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 320,877 40,507

受取手形及び売掛金 1,183,789 1,432,142

商品及び製品 66,142 67,381

仕掛品 247,024 191,180

原材料及び貯蔵品 27,660 34,462

その他 207,115 202,296

貸倒引当金 △3,285 △3,866

流動資産合計 2,049,324 1,964,104

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 199,694 225,027

有形固定資産合計 570,863 596,196

無形固定資産 28,999 40,683

投資その他の資産 486,081 514,129

固定資産合計 1,085,944 1,151,009

資産合計 3,135,268 3,115,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 193,452 317,229

短期借入金 225,000 －

未払金 148,917 97,802

未払法人税等 12,228 8,155

賞与引当金 138,348 289,500

その他 145,356 104,031

流動負債合計 863,303 816,718

固定負債   

退職給付引当金 549,960 536,653

役員退職慰労引当金 64,215 54,670

その他 4,199 2,448

固定負債合計 618,375 593,771

負債合計 1,481,678 1,410,490
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 1,019,720 1,070,721

自己株式 △70,642 △70,610

株主資本合計 1,653,589 1,704,623

純資産合計 1,653,589 1,704,623

負債純資産合計 3,135,268 3,115,113
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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 6,077,104 4,750,533

売上原価 4,838,163 3,865,338

売上総利益 1,238,941 885,194

販売費及び一般管理費 1,112,424 869,933

営業利益 126,517 15,261

営業外収益   

受取利息 89 33

有価証券利息 39 －

受取保険金 101,513 －

保険事務手数料 1,897 －

保険取扱手数料 － 1,861

雑収入 3,398 3,164

その他 1,039 －

営業外収益合計 107,978 5,059

営業外費用   

支払利息 489 113

売上債権売却損 4,983 3,824

コミットメントフィー 2,002 2,230

雑損失 － 58

その他 202 －

営業外費用合計 7,678 6,226

経常利益 226,817 14,094

特別利益   

投資有価証券売却益 547 －

貸倒引当金戻入額 485 580

特別利益合計 1,033 580

特別損失   

投資有価証券評価損 4,404 304

固定資産除却損 － 166

保険積立金解約損 － 3,593

特別損失合計 4,404 4,065

税引前四半期純利益 223,446 10,610

法人税等 82,577 8,705

四半期純利益 140,869 1,905
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(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 1,890,756 1,480,927

売上原価 1,600,768 1,215,502

売上総利益 289,988 265,425

販売費及び一般管理費 330,701 257,880

営業利益又は営業損失（△） △40,713 7,544

営業外収益   

受取利息 24 7

保険事務手数料 655 －

保険取扱手数料 － 612

為替差益 1,365 －

雑収入 252 498

営業外収益合計 2,298 1,119

営業外費用   

支払利息 117 18

売上債権売却損 1,640 1,475

コミットメントフィー 750 735

為替差損 － 574

営業外費用合計 2,508 2,803

経常利益又は経常損失（△） △40,923 5,859

特別利益   

貸倒引当金戻入額 187 －

特別利益合計 187 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 140

特別損失合計 － 140

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △40,735 5,719

法人税等 △18,650 7,489

四半期純損失（△） △22,084 △1,770
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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 223,446 10,610

減価償却費 38,824 45,103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △485 △580

賞与引当金の増減額（△は減少） △147,573 △151,151

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,083 13,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,389 9,545

受取利息及び受取配当金 △129 △33

受取保険金 △101,513 －

支払利息 489 113

有形固定資産除却損 － 166

投資有価証券売却損益（△は益） △547 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,404 304

保険解約損益（△は益） － 3,593

売上債権の増減額（△は増加） 198,492 248,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △214,275 △47,803

前払費用の増減額（△は増加） △26,838 △8,548

仕入債務の増減額（△は減少） △36,268 △123,777

前受金の増減額（△は減少） 8,228 10,214

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,638 20,988

その他 38,900 64,572

小計 △21,511 94,979

利息及び配当金の受取額 180 26

利息の支払額 △264 △116

法人税等の支払額 △222,858 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー △244,455 94,366

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 △48,347 △7,816

無形固定資産の取得による支出 △1,975 △730

投資有価証券の売却による収入 90,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 37,521

保険積立金の解約による収入 － 6,854

保険積立金の払戻による収入 150,321 －

その他 △23,563 △20,508

投資活動によるキャッシュ・フロー 166,435 15,320
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（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) 

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） 275,000 225,000

長期借入金の返済による支出 △49,000 －

株式の発行による収入 486 －

配当金の支払額 △54,940 △50,070

自己株式の取得による支出 △56,456 △32

その他 △3,154 △4,214

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,934 170,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,914 280,370

現金及び現金同等物の期首残高 220,282 40,507

現金及び現金同等物の四半期末残高 254,197 320,877
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 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 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
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