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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(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9月期第1四半期 529 29.0 57 275.4 59 ― 33 ―

21年9月期第1四半期 410 ― 15 ― △28 ― △48 ―

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9月期第1四半期 821.86 ―

21年9月期第1四半期 △1,203.01 ―

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9月期第1四半期 2,748 2,153 78.3 53,172.87
21年9月期 2,862 2,147 75.0 53,016.72

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  2,153百万円 21年9月期  2,147百万円

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間

1,000 21.1 130 44.8 130 170.0 50 ― 1,234.57

通期 2,000 21.2 410 139.3 410 206.4 220 ― 5,432.10
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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  無  

(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） 

詳細は、４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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 40,900株 21年9月期  40,900株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  400株 21年9月期  400株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 40,500株 21年9月期第1四半期 40,500株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
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（１）当第１四半期会計期間の経営成績  

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済については、物価が持続的に下落するデフレ宣言がなされ、企業収益

の悪化や失業率の上昇など、依然厳しい状況が続いております。 

金融業界におきましては、厳しい経済状況のため銀行貸出残高が４年振りに前年同月比減少するなど、運転資金

や設備投資などの資金需要は弱めに推移しております。一方で、中小企業金融円滑化法が制定され、中小企業や住

宅ローンの債務者から貸付条件の変更等の対応を要請されるなど、金融機関の運営は厳しさが増す状況となってお

ります。 

このように厳しい経済環境から、当社の主要販売先である金融機関の設備投資意欲は完全には回復していないこ

ともあり、依然システムに対する需要は低迷しております。 

売上高につきましては、以上のように環境が厳しい中で「担保不動産評価管理システム」や「法人格付システ

ム」など主要システムは前年同期比増加となりました。経常利益及び四半期純利益につきましては、受注損失引当

金の計上はあったものの、増収に伴い前年同期比黒字を計上しております。 

以上の結果、売上高は529,937千円（前年同期比29.0％増）、営業利益は57,399千円（前年同期比275.4％増）、

経常利益は59,675千円（前年同期は経常損失28,540千円）、四半期純利益は33,285千円（前年同期は四半期純損失

48,722千円）となりました。 

（２）事業部門別の業績 

「システムインテグレーション事業」 

 「担保不動産評価管理システム」は前期に獲得した大口受注案件の当期売上高計上により、前年同期比増収とな

りました。また、「決算書リーディングシステム」は信用組合向けの導入が進み、大型案件の貢献もあり前年同期

比増収となりました。さらに、「法人格付システム」や「貸倒実績率算定システム」の増収もあり、システムイン

テグレーション事業の売上高は179,626千円（前年同期比87.9％増）、売上高構成比は33.9％となりました。 

「システムサポート事業」 

 代行入力の売上高は、信用組合からの担保代行入力や決算書代行入力の増加により、前年同期比増収となりまし

た。また、メンテナンスの売上高も、これまでのシステム販売が伸びてきたことにより、前年同期比増収となりま

した。この結果、システムサポート事業の売上高は350,310千円（前年同期比11.1％増）、売上高構成比は66.1％と

なりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末より136,676千円減少し2,036,408千円

となりました。これは主に売上債権の回収による売掛金の減少及び未収還付法人税等が減少したことによります。 

 固定資産は前事業年度末に比べ23,069千円増加し712,290千円となりました。これは主に投資有価証券が時価の回

復により13,447千円増加したことによります。この結果、資産合計は前事業年度末に比べ113,607千円減少し

2,748,698千円となりました。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ119,931千円減少し595,197千円となりました。これは主に受注損失引

当金の計上26,805千円があった一方で、賞与引当金及び前受収益が減少したことによります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ6,323千円増加し、2,153,501千円となりました。これは主に四半期

純利益の計上及び時価の回復によるその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ56,443千

円増加し、当第１四半期会計期間末には、1,581,366千円となりました。 

 当第１四半期会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94,197千円(前年同期比78.3％減)となりました。これは主にたな卸資産の増加

24,864千円、仕入債務の減少25,804千円による資金の減少があった一方、税引前四半期純利益59,822千円の計上、

売上債権の回収162,654千円による資金の増加があったことによります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第１四半期決算短信
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（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2,627千円(前年同期は101,511千円の取得)となりました。これは主に販売用ソフ

トウェアの資産計上による無形固定資産の増加等4,309千円及び投資有価証券の償還による収入2,645千円によるも

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35,127千円(前年同期比62.1％減)となりました。これは配当金の支払によるもの

であります。  

 今後のわが国経済は、証券市場や為替市場が落ち着きを取り戻しつつありますが、しばらくはデフレ状況が継続

すると見られ、依然として厳しい状況には変わりがないと予想されます。また、わが国の金融業界も急激な改善は

見込めず、業況は厳しいものと考えられます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関を取り巻く環境の変化、例えば国際会計

基準への進展に伴う国内基準の改正などを捉えて、的確にニーズを把握し、受注を獲得してまいりたいと考えてお

ります。また、一般事業法人向けにも「リアルタイム連結システム」の販売を強化してまいりたいと考えておりま

す。   

 以上により、平成22年９月期におきましては、売上高2,000,000千円（前期比21.2％増）、営業利益410,000千円

（同139.3％増）、経常利益410,000千円（同206.4％増）、当期純利益220,000千円（前期は当期純損失22,883千

円）を見込んでおります。   

 該当事項はありません。    

・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) 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上方法については、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１四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

れる案件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、その他の案件については工事完成

基準を適用しております。 

 これにより売上高は25,766千円増加し、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益はそれぞれ22,561千円増加

しております。  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第１四半期決算短信
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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１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,581,366 1,524,922

売掛金 260,920 423,575

仕掛品 93,062 68,198

繰延税金資産 5,449 －

未収収益 26,977 11,776

未収消費税等 － 23,637

未収還付法人税等 57,971 109,787

その他 11,009 11,698

貸倒引当金 △348 △511

流動資産合計 2,036,408 2,173,084

固定資産   

有形固定資産 93,933 94,566

無形固定資産   

ソフトウエア 22,234 20,830

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 23,350 21,946

投資その他の資産   

投資有価証券 444,047 430,600

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 45,450 36,600

会員権 38,440 38,440

投資その他の資産合計 595,005 572,707

固定資産合計 712,290 689,220

資産合計 2,748,698 2,862,305

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第１四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 139,084 164,888

未払金 85,201 94,701

未払消費税等 14,201 －

繰延税金負債 － 7,369

前受収益 132,539 241,119

賞与引当金 17,275 42,184

製品保証引当金 1,507 6,239

受注損失引当金 26,805 －

その他 24,088 8,000

流動負債合計 440,704 564,504

固定負債   

役員退職慰労引当金 154,492 150,623

固定負債合計 154,492 150,623

負債合計 595,197 715,128

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 35,384 43,007

繰越利益剰余金 1,556,470 1,556,062

利益剰余金合計 1,593,671 1,600,886

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,229,980 2,237,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,479 △90,017

評価・換算差額等合計 △76,479 △90,017

純資産合計 2,153,501 2,147,177

負債純資産合計 2,748,698 2,862,305

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第１四半期決算短信
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 410,877 529,937

売上原価 256,797 320,089

売上総利益 154,079 209,847

販売費及び一般管理費 138,791 152,447

営業利益 15,288 57,399

営業外収益   

受取利息 629 386

受取配当金 99 99

有価証券利息 3,963 1,423

その他 3 367

営業外収益合計 4,696 2,276

営業外費用   

複合金融商品評価損 48,525 －

営業外費用合計 48,525 －

経常利益又は経常損失（△） △28,540 59,675

特別利益   

貸倒引当金戻入額 794 162

特別利益合計 794 162

特別損失   

固定資産除売却損 10 16

投資有価証券評価損 52,086 －

特別損失合計 52,096 16

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △79,842 59,822

法人税、住民税及び事業税 350 50,760

法人税等調整額 △31,470 △24,223

法人税等合計 △31,120 26,537

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,722 33,285

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第１四半期決算短信
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10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又は税引前四半期純損失
（△）

△79,842 59,822

減価償却費 6,332 4,484

貸倒引当金の増減額（△は減少） △794 △162

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,147 △24,908

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,670 △4,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,527 3,868

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,584 26,805

受取利息及び受取配当金 △4,692 △1,909

複合金融商品評価損 48,525 －

投資有価証券評価損益（△は益） 52,086 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 10 16

売上債権の増減額（△は増加） 794,910 162,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,099 △24,864

未収消費税等の増減額（△は増加） － 23,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,214 △13,732

仕入債務の増減額（△は減少） △32,895 △25,804

未払金の増減額（△は減少） △15,483 △14,872

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,620 14,201

前受収益の増減額（△は減少） △105,804 △108,580

その他の流動負債の増減額（△は減少） 22,209 18,040

小計 627,120 93,963

利息及び配当金の受取額 4,828 1,130

法人税等の支払額 △198,346 △897

営業活動によるキャッシュ・フロー 433,602 94,197

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 － △946

無形固定資産の取得による支出 △1,691 △4,309

投資有価証券の売却及び償還による収入 103,203 2,645

その他 － △16

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,511 △2,627

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △92,754 △35,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,754 △35,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442,359 56,443

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,959 1,524,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,575,318 1,581,366
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 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

   生産、受注及び販売の状況  

（1）生産実績 

   当第１四半期累計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、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）受注状況 

   当第１四半期累計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、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）販売実績 

   当第１四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及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。 

         前第１四半期累計期間の日本電気㈱及び当第１四半期累計期間の㈱しんきん情報サービスにつきまして

は、当該割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（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

６．その他の情報

事業部門別 
当第１四半期累計期間

（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション（千円）    179,626  187.9

システムサポート（千円）   350,310  111.1

合計（千円）  529,937  129.0

事業部門別  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 

（％）  

システムインテグレーション  224,302  226.7   266,906   223.1

システムサポート   351,676   111.1   3,540   191.4

合計   575,979   138.7   270,446   222.6

事業部門別 
当第１四半期累計期間

（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション（千円）   179,626  187.9

システムサポート（千円）  350,310  111.1

合計（千円）   529,937  129.0

相手先 

前第１四半期累計期間
（自 平成20年10月１日 

  至 平成20年12月31日）  

当第１四半期累計期間
（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日）  

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％） 

日本電気㈱    －   －    141,977  26.8

㈱しんきん情報サービス    51,584   12.6    －   －
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