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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 5,446 △0.5 53 △33.8 60 △20.2 10 △65.4

21年3月期第3四半期 5,474 ― 80 ― 76 ― 31 ―

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 1.22 1.22
21年3月期第3四半期 3.54 3.54

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 3,165 1,514 47.8 168.65
21年3月期 3,857 1,562 40.5 174.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,514百万円 21年3月期  1,562百万円

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 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想） 8.00 8.00

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 7,400 △6.5 160 △38.2 165 △35.9 60 △36.4 6.68
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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  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 

 本資料に掲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仮定及び業績予想のご利用に当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。 

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 9,210,960株 21年3月期  9,164,960株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  231,813株 21年3月期  231,813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 8,965,838株 21年3月期第3四半期 8,927,147株
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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、経済対策効果により一部に持ち直しがみられたものの、円高

やデフレ傾向の広がりで企業収益や雇用情勢は依然厳しい状況が続きました。 

情報サービス産業においては、景気低迷の影響によるシステム投資の見極め姿勢は続いており、機能や価格及び

期間短縮など投資効果への要求が高く、厳しい競争下におかれております。 

このような状況の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ

細かい提案活動による積極的な事業活動を展開致しましたが、主力であるシステムソリューション事業におけるシ

ステム投資抑制に起因する提案活動の長期化による影響により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 

5,446百万円（前年同期比 0.5％減）、営業利益 53百万円（前年同期比 33.8％減）、経常利益 60百万円（前年同

期比 20.2％減）、四半期純利益 10百万円（前年同期比 65.4％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの実績は、システムソリューションにおきましては、製造、通信及び銀行関連等で減少

しましたが、クレジットと官公庁関連で補ったことにより売上高は 5,039百万円（前年同期比 3.2％増）となりま

した。 

スタッフサービスにおきましては、派遣需要の縮小により売上高は 407百万円（前年同期比 31.3％減）となり

ました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ 692百万円減少し、

3,165百万円となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ 47百万円

減少し、1,514百万円となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 7.3ポイント上昇し、

47.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して 432百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は 531百万円となりました。 

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、18百万円（前年同期比 95.7％減）となりました。これは主に、売上債権の

減少 456百万円及び税金等調整前四半期純利益 60百万円による資金の増加があったことに対し、たな卸資産の

増加 259百万円、仕入債務の減少 113百万円、法人税等の支払 123百万円等の資金減少があ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） 

投資活動の結果使用した資金は、27百万円（前年同期比 66.7％減）となりました。これは主に、敷金の払戻

しによる収入 17百万円があったことに対し、パソコン等の開発設備等の取得による支出 28百万円、ソフトウェ

ア等の無形固定資産の取得による支出 12百万円等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、423百万円（前年同期比 22.2％増）となりました。これは主に、短期借入金

の返済による支出 360百万円、配当金の支払額 71百万円によるものであります。 

  

  

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日付「業績予想の修正に関するお知らせ」発表

から変更ありません。 

  

  

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）
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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 

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準の変更 

ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準については、従来、検収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以降に着手したソフトウェアの請負開発契約から、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契約については工事進行基準を、その他の契約につ

いては検収基準を適用しております。なお、工事進行基準の進捗率は、原価比例法を適用しております。 

これにより、売上高は 212百万円増加し、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 

37百万円増加しております。 

  

  

（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 531,904 964,251

受取手形及び売掛金 1,353,612 1,810,001

仕掛品 444,352 184,891

その他 133,276 175,618

貸倒引当金 △1,130 △1,784

流動資産合計 2,462,014 3,132,977

固定資産   

有形固定資産 165,614 177,739

無形固定資産 47,195 50,267

投資その他の資産   

投資有価証券 114,612 103,547

繰延税金資産 162,545 154,853

その他 214,427 239,249

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 490,496 496,561

固定資産合計 703,306 724,568

資産合計 3,165,320 3,857,546

負債の部   

流動負債   

買掛金 257,665 370,836

短期借入金 550,000 910,000

未払法人税等 4,211 117,509

賞与引当金 110,348 198,994

受注損失引当金 10,522 －

その他 317,095 309,594

流動負債合計 1,249,841 1,906,933

固定負債   

退職給付引当金 305,943 293,253

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 401,143 388,453

負債合計 1,650,985 2,295,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,237 455,097

資本剰余金 61,191 57,097

利益剰余金 1,053,429 1,113,967

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,511,002 1,563,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,332 △1,146

評価・換算差額等合計 3,332 △1,146

純資産合計 1,514,334 1,562,159

負債純資産合計 3,165,320 3,857,546
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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 5,474,105 5,446,703

売上原価 4,503,023 4,530,289

売上総利益 971,081 916,414

販売費及び一般管理費 890,764 863,264

営業利益 80,317 53,149

営業外収益   

受取利息 841 133

受取配当金 2,081 2,255

受取手数料 1,254 1,178

保険配当金 － 3,927

その他 3,648 5,365

営業外収益合計 7,826 12,859

営業外費用   

支払利息 11,741 5,039

営業外費用合計 11,741 5,039

経常利益 76,403 60,969

特別利益   

固定資産売却益 － 652

貸倒引当金戻入額 802 647

特別利益合計 802 1,299

特別損失   

固定資産除却損 3,967 1,763

特別損失合計 3,967 1,763

税金等調整前四半期純利益 73,237 60,506

法人税、住民税及び事業税 2,411 14,969

法人税等調整額 39,198 34,584

法人税等合計 41,609 49,553

四半期純利益 31,627 10,952

－ 6 －

㈱クロスキャット(2307)　平成22年3月期　第3四半期決算短信



（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 73,237 60,506

減価償却費 53,815 46,573

貸倒引当金の増減額（△は減少） △788 △653

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,807 △88,645

受注損失引当金の増減額（△は減少） △13,709 10,522

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,784 12,690

受取利息及び受取配当金 △2,923 △2,388

支払利息 11,741 5,039

有形固定資産売却損益（△は益） － △652

固定資産除却損 3,967 1,763

売上債権の増減額（△は増加） 802,800 456,389

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,292 △259,460

仕入債務の増減額（△は減少） △56,305 △113,170

その他 6,307 16,075

小計 518,825 144,586

利息及び配当金の受取額 2,923 2,388

利息の支払額 △11,336 △4,629

法人税等の支払額 △86,343 △123,917

営業活動によるキャッシュ・フロー 424,070 18,428

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 △46,517 △28,444

有形固定資産の売却による収入 － 2,904

無形固定資産の取得による支出 △13,352 △12,219

投資有価証券の取得による支出 △19,731 △3,513

敷金及び保証金の差入による支出 － △3,734

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,463

その他 △3,028 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,630 △27,544

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） △270,000 △360,000

長期借入金の返済による支出 △5,000 －

株式の発行による収入 － 8,234

配当金の支払額 △71,417 △71,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △346,417 △423,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,977 △432,346

現金及び現金同等物の期首残高 704,799 964,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 699,821 531,904

－ 7 －

㈱クロスキャット(2307)　平成22年3月期　第3四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

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） 

  

 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〕

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  4,881,508  592,597  5,474,105  －  5,474,105

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  95,058  95,058  (95,058)  －

計  4,881,508  687,656  5,569,164  (95,058)  5,474,105

営業利益又は営業損失（△）  235,886  △17,993  217,892  (137,574)  80,317

  
システム

ソリューション
（千円） 

スタッフ
サービス 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  5,039,484  407,218  5,446,703  －  5,446,703

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  79,600  79,600  (79,600)  －

計  5,039,484  486,819  5,526,304  (79,600)  5,446,703

営業利益又は営業損失（△）  219,424  △19,364  200,059  (146,910)  53,149

（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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