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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） 

 

(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 11,024 6.2 195 20.6 210 △0.4 106 △5.6

21年3月期第3四半期 10,378 ― 161 ― 211 ― 112 ―

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 17.66 ―

21年3月期第3四半期 18.69 ―

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 8,441 5,418 64.2 897.42
21年3月期 8,744 5,427 62.1 898.83

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,418百万円 21年3月期  5,427百万円

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 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

25.00 25.00

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  有  
 

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 16,200 2.3 600 △19.6 600 △25.0 310 △9.1 51.34
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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、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。 

(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、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) 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 6,278,400株 21年3月期  6,278,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  240,540株 21年3月期  240,520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 6,037,864株 21年3月期第3四半期 6,038,182株

※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、上記予想に関する事項は、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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【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 四半期累計期間は、輸出はアジア向けを中心に増加し、生産は持ち直しているものの、

企業収益は大幅な減少が続いており、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。こうし
た中、企業のＩＴ投資も弱含んで推移しており、情報サービス産業を取り巻く経営環境も厳しい
状況で推移いたしました。 
このような環境のもと、当第 3 四半期累計期間は、営業活動の強化による受注確保・拡大、稼

働率の向上による利益の確保を重点課題として施策を実施いたしました。 
この結果、当第 3 四半期累計期間の業績は、社会情報システム関連分野が顧客のＩＴ投資抑制

による影響を受け低迷いたしましたが、金融システム関連分野が堅調に推移したことにより、売
上高は 11,024 百万円（前年同期比 6.2％増）となりました。利益面については、稼働率の低下に
より売上総利益が前年同期に比べ減少しましたが、販売費及び一般管理費の効率化など、コスト
の低減に取組んだことにより営業利益は 195 百万円（前年同期比 20.6％増）、経常利益は 210 百
万円（前年同期比 0.4％減）、四半期純利益は 106 百万円（前年同期比 5.6％減）となりました。 
事業別の概況は次のとおりであります。 

 
(1) システム開発 
【金融システム関連分野】 
金融システム関連分野においては、金融機関の業務アプリケーションからシステム基盤、ネ

ットワーク関連業務までトータルなサービス提供に努めるとともに、クレジット分野案件に注
力したことなどにより、売上高は 6,546 百万円（前年同期比 13.8％増）となりました。 
【社会情報システム関連分野】 
社会情報システム関連分野においては、一部で停止していた案件が再開するなどしているも
のの、ＩＴ投資抑制の影響を強く受け、新規商談の減少、競争の激化など厳しい受注環境が継
続していることにより、売上高は 3,102 百万円（前年同期比 10.1％減）となりました。 
【ソリューション関連分野】 
ソリューション関連分野においては、ＥＲＰとモバイルＡＳＰサービスの連携などソリュー
ション連携により提供サービスを一層強化し、受注の拡大に努めておりますが、ＩＴ投資抑制
による実施時期見直しや案件の小型化、短期化等の影響を受け、売上高は 918 百万円（前年同
期比 3.0％減）となりました。 
【プロジェクトマネジメントビジネス関連分野】 
プロジェクトマネジメントビジネス関連分野においては、官公庁向けプロジェクトマネジメ
ント業務の受注獲得に注力するとともに、独立行政法人向けのシステム監査業務、調達支援業
務を受注するなど、事業の拡大に努めており、売上高は 172 百万円（前年同期は 47 百万円）と
なりました。 

 
これらの結果、システム開発の売上高は 10,739 百万円（前年同期比 5.3％増）となりました。 

 
(2) システム製品販売等 

システム製品販売等においては、携帯電話を活用したＡＳＰ(Application Service Provider)
サービスである「MoobizSync2.0」などのライセンス販売が順調に推移し、ユーザー数が着実に
増加したことや、当第 3 四半期累計期間において衆議院議員選挙などが行われ選挙関連製品の
販売が好調に推移したことにより、売上高は 284 百万円（前年同期比 58.2％増）となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の変動状況 

【資産の部】 

前期末に比べ、有価証券、仕掛品の増加などがありましたが、売掛金の減少などがあり、資産

の部は 303 百万円減少し 8,441 百万円（前期末比 3.5％減）となりました。 

【負債の部】 

前期末に比べ、預り金の増加などがありましたが、未払費用、未払法人税等の減少などがあり、負

債の部は 294百万円減少し 3,023百万円（前期末比 8.9％減）となりました。 

【純資産の部】 

前期末に比べ、その他有価証券評価差額金の増加がありましたが、繰越利益剰余金の減少などがあ

り、純資産の部は 8百万円減少し 5,418百万円（前期末比 0.2％減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第 3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べ 351 百万円増加し、2,556 百万円

となりました。 

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】 

たな卸資産の増加、未払費用の減少などがありましたが、売上債権の減少などがあり、営業活動に

よるキャッシュ・フローは 922百万円となりました。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

定期預金の払戻しによる収入などがありましたが、余資運用の一環として有価証券の純増加

などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは △446 百万円となりました。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

運転資金の調達等で借入金の純増加などがありましたが、配当金の支払などがあり、財務活

動によるキャッシュ・フローは △124 百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第 3 四半期累計期間における業績の進捗状況や、市場動向等を踏まえ業績予想の見直しを行

った結果、平成 22 年 3月期の通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平

成 22 年 2月 9日）開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 
四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
税金費用の計算 
税金費用については、当第 3 四半期会計期間を含む事業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。 

(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 
① 完成工事高及び完成工事原価計上基準の変更 
受注制作のソフトウェア（システムの受託開発契約）に係る収益の計上基準については、
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）が第１四半期会計期間から適用されることに伴い、第１四
半期会計期間以降に着手した契約から、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プロジェクトについて工事進行基準を、その他のプロジェクトにつ
いては工事完成基準を適用することとなっております。 
なお、当第 3 四半期累計期間においては、工事進行基準を適用するプロジェクトの発生は

ないため、当第 3四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 
② 表示方法の変更 
（四半期貸借対照表関係） 
財務諸表等規則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）が適用
となることに伴い、前第 3 四半期会計期間において、流動資産の「仕掛品」及び「その他」
に含めていた「貯蔵品」は、当第 3 四半期会計期間から「たな卸資産」として一括掲記する
こととしております。なお、前第 3 四半期会計期間の流動資産の「仕掛品」は 1,461,834 千
円、「その他」に含まれる「貯蔵品」は 1,165 千円であります。 
（四半期損益計算書関係） 
前第 3四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「保険配当金」は、
営業外収益の総額の 100 分の 20 を超えたため、当第 3四半期累計期間では区分掲記すること
としております。なお、前第 3 四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険
配当金」は 3,864 千円であります。 
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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 2,556,303 2,254,390 
売掛金 2,197,481 4,090,784 
有価証券 500,000 4,402 
たな卸資産 1,165,422 406,423 
繰延税金資産 428,855 428,855 
その他 145,690 109,324 
貸倒引当金 △151 △159 

流動資産合計 6,993,601 7,294,021 
固定資産   
有形固定資産 68,905 80,228 
無形固定資産 15,488 47,408 
投資その他の資産   
投資有価証券 693,522 624,060 
関係会社株式 37,280 37,280 
繰延税金資産 44,246 73,063 
差入保証金 581,872 580,826 
その他 7,139 8,137 
貸倒引当金 △179 △149 

投資その他の資産合計 1,363,880 1,323,217 

固定資産合計 1,448,275 1,450,855 

資産合計 8,441,877 8,744,877 
負債の部   
流動負債   
買掛金 577,377 562,265 
短期借入金 1,300,000 1,266,000 
未払金 119,153 147,683 
未払費用 698,787 1,031,146 
未払法人税等 17,353 106,076 
役員賞与引当金 23,250 28,100 
受注損失引当金 25,683 － 
その他 193,098 107,865 
流動負債合計 2,954,703 3,249,137 

固定負債   
長期未払金 68,700 68,700 
固定負債合計 68,700 68,700 

負債合計 3,023,403 3,317,837 
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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 970,400 970,400 
資本剰余金 831,739 831,739 
利益剰余金 3,816,600 3,860,948 
自己株式 △204,173 △204,159 

株主資本合計 5,414,566 5,458,928 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 3,906 △31,888 

評価・換算差額等合計 3,906 △31,888 

純資産合計 5,418,473 5,427,039 

負債純資産合計 8,441,877 8,744,877 
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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 10,378,106 11,024,203 
売上原価 8,666,193 9,376,072 
売上総利益 1,711,913 1,648,130 
販売費及び一般管理費 1,550,119 1,452,999 
営業利益 161,793 195,131 
営業外収益   
受取利息 7,015 2,804 
受取配当金 14,842 12,731 
保険配当金 － 6,702 
投資有価証券売却益 38,881 － 
その他 7,850 3,071 
営業外収益合計 68,589 25,309 

営業外費用   
支払利息 11,499 8,044 
投資有価証券評価損 7,642 － 
有価証券償還損 － 1,801 
その他 － 160 
営業外費用合計 19,141 10,006 

経常利益 211,240 210,434 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 5 
貸倒引当金戻入額 900 － 

特別利益合計 900 5 
特別損失   
投資有価証券評価損 － 7,332 
固定資産除却損 781 62 
特別損失合計 781 7,395 

税引前四半期純利益 211,358 203,044 
法人税等 98,493 96,446 
四半期純利益 112,865 106,598 
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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 211,358 203,044 
減価償却費 49,887 44,606 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △4,850 
受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,874 25,683 
受取利息及び受取配当金 △21,857 △15,535 
支払利息 11,499 8,044 
投資有価証券売却損益（△は益） △38,881 △5 
売上債権の増減額（△は増加） 1,997,307 1,893,302 
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,097,567 △758,998 
仕入債務の増減額（△は減少） △77,803 15,112 
未払金の増減額（△は減少） △189,474 △25,938 
未払費用の増減額（△は減少） △379,337 △332,493 
未払消費税等の増減額（△は減少） △120,600 △42,947 
その他 87,322 120,493 
小計 439,728 1,129,518 

法人税等の支払額 △293,922 △206,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,806 922,967 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の払戻による収入 － 50,000 
有価証券の純増減額（△は増加） 300,000 △494,648 
有形固定資産の取得による支出 △17,634 △3,594 
無形固定資産の取得による支出 △3,632 △1,570 
投資有価証券の取得による支出 △63,844 △14,730 
投資有価証券の売却による収入 191,665 481 
関係会社株式の取得による支出 △30,000 － 
従業員に対する貸付けによる支出 △4,098 △3,300 
従業員に対する貸付金の回収による収入 6,473 6,470 
関係会社貸付金の回収による収入 80,000 － 
利息及び配当金の受取額 21,732 15,140 
その他 △1,247 △725 

投資活動によるキャッシュ・フロー 479,414 △446,476 

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） 306,000 34,000 
自己株式の取得による支出 △269 △13 
自己株式の売却による収入 47 － 
利息の支払額 △11,665 △7,617 
配当金の支払額 △150,956 △150,947 

財務活動によるキャッシュ・フロー 143,155 △124,578 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 768,376 351,912 

現金及び現金同等物の期首残高 1,577,949 2,204,390 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,346,325 2,556,303 
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該当事項なし

該当事項なし

(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
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【生産、受注及び販売の状況】

当社は、官公庁や企業のシステム開発を主たる業務としており、得意先の期末（多くは３月）に納期が
集中する傾向が顕著であります。このため、売上高等は第４四半期会計期間に偏重する傾向があります。

（1）生産実績

当第３四半期累計期間における生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

（注）１ 金額は、製造原価によっております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注実績

当第３四半期累計期間における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。

（注）１ 金額は、販売価格で記載しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績

当第３四半期累計期間における販売実績を事業区分別に示すと、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。

6. その他の情報

事業区分 生産高(千円)

システム開発 9,161,978

システム製品販売等 214,094

合計 9,376,072

事業区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

システム開発 9,035,611 4,766,187

システム製品販売等 218,292 82,732

合計 9,253,904 4,848,920

事業区分 販売高(千円)

システム開発 10,739,385

システム製品販売等 284,817

合計 11,024,203
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