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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 7,296 △26.5 117 △43.4 100 △43.2 38 △62.1
21年3月期第3四半期 9,927 ― 206 ― 176 ― 102 ―

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 19.45 ―
21年3月期第3四半期 51.39 ―

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 5,801 2,683 46.3 1,341.78
21年3月期 6,616 2,724 41.2 1,362.42

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,683百万円 21年3月期  2,724百万円

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 ― 40.00 40.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
35.00 35.00

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 10,200 △28.1 100 △70.9 60 △80.5 10 △93.4 5.00
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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 
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およ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。なお、上記業績予想に関する事項は、４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 2,000,000株 21年3月期  2,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  80株 21年3月期  80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 1,999,920株 21年3月期第3四半期 1,999,920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、景気は持ち直しの傾向が続き、企業の業況感に

も緩やかな改善が見られる一方、企業収益は減少を続け設備投資も依然として厳しい状況で推移いた

しました。 

情報サービス産業におきましても、特に当社グループの主要顧客である製造業において情報化投資

の抑制が継続するなかでITサービス市場の競争が激化するなど、非常に厳しい経営環境が続いており

ます。 

このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプ

ロジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めまし

た。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、厳しい経営環境のもと、受注高は7,992,057千

円（前年同四半期比 22.0％減）、売上高は7,296,688千円（前年同四半期比 26.5％減）となりまし

た。利益面につきましては、売上高の減少により、引き続き諸費用の削減に努めたものの、営業利益

117,054千円（前年同四半期比 43.4％減）、経常利益100,145千円（前年同四半期比 43.2％減）、四

半期純利益38,904千円（前年同四半期比 62.1％減）となりました。 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品ERP 

他社製品ERP分野につきましては、受注高は3,844,672千円（前年同四半期比 5.9％減）、売上高は

3,550,729千円（前年同四半期比 22.1％減）となりました。 

②自社製品ERP 

自社製品ERP分野につきましては、受注高は2,412,378千円（前年同四半期比 15.5％減）、売上高

は2,078,400千円（前年同四半期比 21.9％減）となり、「MCFrame」のライセンス売上高は709,393千

円（前年同四半期比 6.3％増）となりました。 

③ｅビジネス 

ｅビジネス分野につきましては、受注高は1,441,092千円（前年同四半期比 50.8％減）、売上高は

1,363,977千円（前年同四半期比 42.5％減）となりました。 

④その他 

その他分野につきましては、受注高は293,913千円（前年同四半期比 22.0％減）、売上高は

303,581千円（前年同四半期比 10.5％減）となりました。 

  

  

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して

1,169,342千円減少し、3,667,518千円となりました。なお、当第３四半期連結会計期間末の総資

産に占める流動資産の比率は63.2％であります。 

また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却並びに無形固定資

産の取得（自社開発ERPパッケージ「MCFrame」の開発等）等により、前連結会計年度末と比較し

て353,924千円増加し、2,133,848千円となりました。 

これらの結果、資産の部の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して

815,417千円減少し、5,801,367千円となりました。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

① 資産の部
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負債の部の当第３四半期連結会計期間末残高は、支払手形及び買掛金の減少、賞与引当金の減

少、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末と比較して774,131千円減少し、3,117,912

千円となりました。 

純資産の部の当第３四半期連結会計期間末残高は、四半期純利益を計上したものの、剰余金の

配当による減少等により、前連結会計年度末と比較して41,285千円減少し、2,683,454千円となり

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、前連結会計年度末と比較

して5.1ポイント増加し46.3％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より223,972千

円減少し、527,627千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益96,845千円を計上し、売上債

権の減少1,148,838千円等があったものの、仕入債務の減少435,194千円、たな卸資産の増加

314,220千円等により、全体として566,783千円の収入（前年同四半期 1,122,233千円収入減）とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発ERPパッケージ

「MCFrame」の開発等）による支出及び関係会社出資金の払込による支出等により、全体として

806,363千円の支出（前年同四半期 303,107千円支出増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金の純増額と配当金の支払による支

出等により、全体として16,637千円の収入（前年同四半期 1,041,630千円支出減）となりました。 

  

  

景気は持ち直し傾向にあるものと予想されますが、海外景気の下振れ懸念や雇用情勢の一層の悪化

など景気の下押しリスクが散見される状況において、当社グループの主要顧客である製造業の情報化

投資は引き続き低調に推移するものと見込まれております。このような厳しい受注環境が継続するな

かで、引き続き積極的な営業活動と諸費用の削減に努めて参りますが、平成22年３月期の連結業績に

つきましては、受注高が前期に比して減少する見込みであることから、これに伴い以下のとおり売上

高と利益の減少を見込んでおります。 

 なお、前回公表の予想数値から変更はありません。 

 
  

② 負債の部

③ 純資産の部

(2) キャッシュ・フローの状況の分析

3. 連結業績予想に関する定性的情報

【連 結】 通 期 （前期比％）

売上高 10,200百万円 （ 28.1 ％減）

営業利益 100百万円 （ 70.9 ％減）

経常利益 60百万円 （ 80.5 ％減）

当期純利益 10百万円 （ 93.4 ％減）
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

① 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

この変更に伴う連結の範囲の変更はありません。 

  

② 受注案件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）を第１四半期連

結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に着手した受注案件から、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案件については工事進行基準（受注

案件の進捗率の見積は原価比例法）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、当第３四半期連結累計期間の売上高は51,840千円、営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益は15,590千円それぞれ増加しております。 

  

  

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 527,627 751,600

受取手形及び売掛金 1,889,155 3,041,163

仕掛品 755,447 441,226

その他 495,458 603,064

貸倒引当金 △170 △194

流動資産合計 3,667,518 4,836,860

固定資産   

有形固定資産 172,820 207,069

無形固定資産   

のれん 5,466 17,991

ソフトウエア 1,515,161 1,163,672

その他 24,951 26,005

無形固定資産合計 1,545,579 1,207,669

投資その他の資産 415,448 365,185

固定資産合計 2,133,848 1,779,923

資産合計 5,801,367 6,616,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 155,845 491,658

短期借入金 1,800,000 1,700,000

未払法人税等 13,617 101,630

賞与引当金 171,743 443,637

品質保証引当金 32,719 55,344

受注損失引当金 53,008 40,934

その他 889,971 1,056,507

流動負債合計 3,116,905 3,889,712

固定負債 1,007 2,331

負債合計 3,117,912 3,892,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,561,290 1,602,382

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,684,988 2,726,080

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,533 △1,339

評価・換算差額等合計 △1,533 △1,339

純資産合計 2,683,454 2,724,740

負債純資産合計 5,801,367 6,616,784
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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 9,927,227 7,296,688

売上原価 7,673,910 5,196,174

売上総利益 2,253,317 2,100,514

販売費及び一般管理費 2,046,627 1,983,460

営業利益 206,689 117,054

営業外収益   

持分法による投資利益 7,030 6,129

法人税等還付加算金 1,768 －

その他 2,526 383

営業外収益合計 11,325 6,512

営業外費用   

支払利息 26,761 18,354

為替差損 14,770 4,420

その他 19 644

営業外費用合計 41,552 23,420

経常利益 176,462 100,145

特別利益   

投資有価証券売却益 921 －

特別利益合計 921 －

特別損失   

固定資産除却損 1,720 3,300

特別損失合計 1,720 3,300

税金等調整前四半期純利益 175,663 96,845

法人税等 72,890 57,940

四半期純利益 102,772 38,904
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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 175,663 96,845

減価償却費 407,705 437,091

のれん償却額 12,525 12,525

貸倒引当金の増減額（△は減少） △469 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △228,016 △271,894

品質保証引当金の増減額（△は減少） △11,109 △22,624

受注損失引当金の増減額（△は減少） 40,728 12,073

受取利息及び受取配当金 △342 △45

支払利息 26,761 18,354

為替差損益（△は益） 14,770 4,420

持分法による投資損益（△は益） △7,030 △6,129

固定資産除却損 1,720 3,300

投資有価証券売却損益（△は益） △921 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,605,604 1,148,838

たな卸資産の増減額（△は増加） △664,356 △314,220

前渡金の増減額（△は増加） 31,258 95,224

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △9,909 －

仕入債務の増減額（△は減少） △61,096 △435,194

前受金の増減額（△は減少） 284,694 △70,855

その他 110,002 32,832

小計 1,728,182 740,519

利息及び配当金の受取額 342 45

利息の支払額 △33,835 △17,602

法人税等の還付額 68,165 －

法人税等の支払額 △73,838 △156,179

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,689,017 566,783

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 △37,286 △20,452

無形固定資産の取得による支出 △480,011 △741,729

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の売却による収入 12,600 －

関係会社株式の取得による支出 － △3,261

関係会社出資金の払込による支出 － △30,000

その他 1,442 △920

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,256 △806,363

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） △950,000 100,000

リース債務の返済による支出 △5,559 △3,338

配当金の支払額 △69,433 △80,023

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024,992 16,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,777 △1,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,990 △223,972

現金及び現金同等物の期首残高 486,073 751,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 645,064 527,627
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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。 

  

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） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内

容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

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） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内

容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

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） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情

報を記載しておりません。 

  

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） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情

報を記載しておりません。 

  

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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

【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
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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注)１ 金額は売上原価によっております。 

２ 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

商品分野名

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

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 3,391,845 ― 2,613,958 △22.9

自社製品ＥＲＰ 1,821,078 ― 1,211,671 △33.5

ｅビジネス 2,139,920 ― 1,089,861 △49.1

その他 321,065 ― 280,682 △12.6

合計 7,673,910 ― 5,196,174 △32.3

(2) 受注実績

商品分野名

前第３四半期連結累計期間

受注高
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日

受注残高 
平成20年12月31日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 4,084,878 ― 1,951,827 ―

自社製品ＥＲＰ 2,854,858 ― 1,266,593 ―

ｅビジネス 2,927,987 ― 1,129,901 ―

その他 376,937 ― 124,220 ―

合計 10,244,661 ― 4,472,544 ―

商品分野名

当第３四半期連結累計期間

受注高
自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日

受注残高 
平成21年12月31日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 3,844,672 △5.9 1,580,456 △19.0

自社製品ＥＲＰ 2,412,378 △15.5 1,454,087 14.8

ｅビジネス 1,441,092 △50.8 796,837 △29.5

その他 293,913 △22.0 67,864 △45.4

合計 7,992,057 △22.0 3,899,245 △12.8
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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

(3) 販売実績

商品分野名

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

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 4,556,478 ― 3,550,729 △22.1

自社製品ＥＲＰ 2,659,929 ― 2,078,400 △21.9

ｅビジネス 2,371,760 ― 1,363,977 △42.5

その他 339,057 ― 303,581 △10.5

合計 9,927,227 ― 7,296,688 △26.5
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