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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 2,638 △7.2 533 30.8 579 27.6 288 △5.4
21年3月期第3四半期 2,844 ― 407 ― 453 ― 305 ―

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 69.49 ―
21年3月期第3四半期 71.99 ―

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 7,291 6,334 86.9 1,524.86
21年3月期 7,050 6,339 89.9 1,526.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,334百万円 21年3月期  6,339百万円

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  
（注）平成21年3月期 期末配当金の内訳 普通配当28円00銭 記念配当15円00銭 

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 ― 28.00 ― 43.00 71.00
22年3月期 ― 28.00 ―
22年3月期 

（予想） 28.00 56.00

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 3,950 4.4 593 1.6 623 △2.4 361 2.5 86.90
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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、７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） 

(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 
本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、
事業運営における状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく異なる
結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 4,250,000株 21年3月期  4,250,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  95,908株 21年3月期  95,908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 4,154,092株 21年3月期第3四半期 4,238,989株
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【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 

当第３四半期（平成 21 年４月１日から平成 21 年 12 月 31 日まで）のわが国経済は、世

界的な金融危機による景気後退から輸出や生産など一部に持ち直しが見られ始めたものの、

企業業績の低迷や雇用・所得環境の悪化など、厳しい状況で推移しました。 

情報サービス産業においては、一昨年秋からの急速な IT 投資の削減は落ち着きをみせ、

業務効率化やコスト削減ニーズに加え、中長期的視点から業容拡大、競争力向上等を狙っ

た戦略投資のニーズも立ち上がり始めましたが、本格的な回復には至らず、今なお IT 投資

の抑制状態が継続しており、厳しい受注環境で推移しました。 

 

このような状況のもと、当社グループは顧客の関心が高まりつつある IT サービス管理ツ

ール「LMIS（エルミス）」の全国規模での拡販を推進するとともにオープン系製品の販売に

注力しました。さらに、パートナー企業、子会社および社内各部門との連係による組織的

な営業展開を強化し、顧客の問題解決に直結したソリューション提案を中心に受注拡大に

取り組みました。 

しかしながら、企業の IT 投資予算の執行は先送りの状態が続き、プロダクト事業、ソリ

ューション事業ともに受注に苦戦し、売上高は 26 億 38 百万円（前年同期比 7.2％減）とな

りました。 

 

利益については、将来の成長へ向けた新たな事業モデルの研究開発や連結子会社である

BSP 上海の体制強化等、戦略的な投資を実施した一方で、上期に引き続き全社的な経費合理

化運動による経費削減および業務効率化に努めた結果、営業利益は５億 33 百万円（同

30.8％増）、経常利益は５億 79 百万円（同 27.6％増）となり、増益を達成しました。 

四半期純利益については、第２四半期に連結子会社である株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズの繰延税金資産の取崩しを行い、これを税金費用に計上したため、四半期純利

益は２億 88 百万円（同 5.4％減）となりました。 

また、１株当たり四半期純利益は 69 円 49 銭（前年同期は 71 円 99 銭）となりました。 

 

事業部門別の業績は、次のとおりです。 

 

＜プロダクト事業＞ 

当第３四半期のプロダクト事業売上は、24 億 77 百万円（前年同期比 5.4％減）となり、

売上高構成比は 93.9％（前年同期は 92.1％）となりました。 

オープン系プロダクト売上は、重点注力している「LMIS（エルミス）」の他社製品との連

携オプションの追加や帳票製品の機能強化など製品力をより一層強化し、拡販に努めまし

た。 

その結果、当社製品への関心が高まり、西日本地域をはじめ新規受注を獲得しました。 
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しかしながら、新規案件の立ち上がりの遅れや受注成約までのリードタイムの長期化等

も影響し、オープン系プロダクト売上は低調に推移しました。 

一方、メインフレーム系プロダクト売上は、専任チームによる期初からのきめ細かな提

案、営業活動が奏功し、上期に引き続き計画を上回る推移となりました。 

なお、安定的なストック収入である、製品導入後のサポート業務による保守サービス売

上は堅調に推移しました。 

 

＜ソリューション事業＞ 

当第３四半期のソリューション事業売上は、１億 60 百万円（前年同期比 28.6％減）とな

り、売上高構成比は 6.1％（前年同期は 7.9％）となりました。 

ITIL®関連のライフサイクルマネジメントなどの運用改革、業務改善等に対する潜在ニー

ズは大きいものの、受注競争が激化しており、コンサルテーションをはじめとするソリュ

ーション事業は苦戦しました。 

他方、第２四半期に成約した「LMIS（エルミス）」の成功事例を経て、プロダクト導入前

のアセスメントからコンサルテーション、プロダクト導入後の運用支援まで一貫した受注

体制を確立、顧客のニーズに幅広く応えるソリューション提案による営業活動が効果をあ

げつつあります。 

 
（注）ITIL®（IT Infrastructure Library）：IT インフラストラクチャ・ライブラリ 

IT サービスマネジメントに関する業務プロセスや手法を体系的に標準化したフレームワーク。

1988 年に英国政府 OGC（Office of Government Commerce）によって策定。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）と比較して２

億 41 百万円増加し、72 億 91 百万円となりました。これは主に、現預金が９億 18 百万円増

加した一方で、長期預金が３億 30 百万円、ソフトウェアが１億１百万円、売掛金が 68 百

万円、その他の流動資産が１億 39 百万円それぞれ減少したことによるものです。 

負債は、前期末と比較して２億 45 百万円増加し、９億 57 百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が２億 40 百万円増加したことによるものです。 

純資産は、前期末と比較して４百万円減少し、63 億 34 百万円となりました。これは主に、

四半期純利益の計上により２億 88 百万円増加しましたが、配当金の支払いにより２億 94

百万円減少したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は 86.9％（前期末は 89.9％）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は前期末と比較して 15 億

19 百万円増加し、45 億１百万円となりました。当第３四半期におけるキャッシュ・フロー

の状況と主な要因は次のとおりです。 
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（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９億 76 百万円（前年同期比 80.8％増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益５億 74 百万円（同 26.1％増）、法人税等の還付額１

億 62 百万円および減価償却費１億 76 百万円（同 12.6％減）等による資金増加があったこ

とによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は８億 38 百万円（前年同期は 83 百万円の支出）となりま

した。収入の主な内容は定期預金の払戻収入９億 30 百万円（純額）であり、支出の主な内

容は、投資有価証券の取得支出 40 百万円（前年同期比 60.0％増）、無形固定資産の取得支

出 58 百万円（同 1.3％増）です。 

（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２億 94 百万円（前年同期比 8.2％減）となりました。支

出の内容は、配当金の支払２億 94 百万円（同 23.9％増）によるものです。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第４四半期以降も、デフレの進行や不安定な為替相場の継続、さらには米国の新金融規

制の動向や中国の金融引締め実施など、先行きに対する懸念材料が多く、自律的な景気回

復には時間を要するものと予想されます。 

情報サービス産業においては、営業力や競争力強化のための IT システムの再構築や経営

環境変化に対応した IT システムの刷新など、企業の IT 投資に対する意欲は高まりを見せ

つつあります。 

さらに、国際会計基準（IFRS）をはじめとする制度対応、情報セキュリティ強化ならび

に情報漏えい予防等に対するニーズ拡大も期待されます。 

しかしながら、景気の先行きがなお不透明なことからシステムの費用対効果に対する企

業の姿勢は依然として厳しく、今後も厳しい受注環境が続くものと見込まれます。 

こうした環境のもと、当社グループは以下の施策をスピーディに実行し、業績拡大に取

り組んでまいります。 

 

（1）成長へ向けた経営基盤強化のためのシステム統合ならびに業務の改革や改善に資する

「LMIS（エルミス）」を中核とする総合ソリューション提案による全国規模での拡販を

引き続き推進してまいります。 

 

（2）セールスエンジニア部を新設し、技術部門と営業部門の橋渡し機能を強化することに

より、顧客が抱える経営課題や問題等の解決に直結した満足度の高い製品や良質なサ

ービスを提供し、受注拡大に努めてまいります。 
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（3）海外事業の本格展開の一環として、３月より主力製品「A-AUTO（エーオート）」および

「LMIS（エルミス）」の中国市場での本格的な販売を推進してまいります。それに先立

って、１月には中国現地における 終的なマーケティング調査を実施し、同時に現地

企業への訪問アプローチ等も意欲的に行いました。 

 

また、当社グループの新たな成長へ向けた研究開発の一環として、SaaS 版「LMIS（エル

ミス）」のプロトタイプを開発するなど、引き続き、クラウドコンピューティング等の新技

術に対応した独自のビジネスモデルの研究開発を進めてまいります。 

 

当期の業績予想については、前回（平成 21 年５月８日）発表した予想数値から変更はあ

りません。配当予想についても、１株当たり期末配当金 28 円、年間配当金 56 円の予想数

値から変更はありません。 
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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） 

   該当事項はありません。 

 

（2）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、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は、前連結会計

年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によ

っており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用

した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したも

のを利用する方法によっております。 

 ②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。 

 

（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 

   受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る収益および費用の計上基準につい

ては、従来は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)および「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に着手したプロジェクトから、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は進行基準(プロジェクトの進捗率の見積

りは原価比例法)を、その他のプロジェクトについては完成基準を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 
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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 3,205,531 2,287,229

受取手形及び売掛金 440,955 509,023

有価証券 1,499,544 1,497,910

たな卸資産 12,465 4,022

繰延税金資産 236,715 249,329

その他 57,295 196,984

流動資産合計 5,452,507 4,744,498

固定資産   

有形固定資産 90,909 81,148

無形固定資産   

ソフトウエア 206,547 307,709

のれん 55,830 78,609

その他 1,894 2,119

無形固定資産合計 264,272 388,438

投資その他の資産   

投資有価証券 730,169 685,340

繰延税金資産 49,227 79,169

長期預金 500,000 830,000

その他 204,660 241,937

投資その他の資産合計 1,484,057 1,836,447

固定資産合計 1,839,240 2,306,034

資産合計 7,291,747 7,050,532

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,954 50,120

未払法人税等 240,856 709

賞与引当金 19,856 56,420

役員賞与引当金 11,493 －

保守サービス引当金 133,200 154,000

その他 460,550 383,688

流動負債合計 890,910 644,938

固定負債 66,426 66,426

負債合計 957,336 711,364

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,330,000 1,330,000

資本剰余金 1,450,500 1,450,500

利益剰余金 3,640,145 3,646,388

自己株式 △83,913 △83,913

株主資本合計 6,336,732 6,342,975

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,729 84

為替換算調整勘定 △4,051 △3,891

評価・換算差額等合計 △2,322 △3,807

純資産合計 6,334,410 6,339,167

負債純資産合計 7,291,747 7,050,532
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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 2,844,229 2,638,127

売上原価 136,933 127,836

売上総利益 2,707,295 2,510,290

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 692,606 658,001

賞与引当金繰入額 18,406 5,460

役員賞与引当金繰入額 14,361 11,493

保守サービス引当金繰入額 28,400 －

研究開発費 363,342 181,607

その他 1,182,218 1,119,956

販売費及び一般管理費合計 2,299,336 1,976,519

営業利益 407,959 533,771

営業外収益   

受取利息 15,975 11,472

受取配当金 28,588 28,816

その他 5,915 8,046

営業外収益合計 50,478 48,334

営業外費用   

コミットメントフィー 1,500 1,500

為替差損 2,305 －

投資事業組合運用損 － 1,240

その他 756 －

営業外費用合計 4,562 2,740

経常利益 453,875 579,365

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 6,735 －

特別利益合計 6,735 －

特別損失   

固定資産除却損 － 4,983

ゴルフ会員権評価損 5,142 －

特別損失合計 5,142 4,983

税金等調整前四半期純利益 455,468 574,381

法人税等 150,297 285,684

四半期純利益 305,171 288,697
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 691,368 709,212

売上原価 39,377 35,794

売上総利益 651,990 673,418

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 213,009 222,754

賞与引当金繰入額 18,406 5,460

役員賞与引当金繰入額 4,786 3,831

研究開発費 99,664 42,280

その他 280,839 314,866

販売費及び一般管理費合計 616,706 589,192

営業利益 35,284 84,225

営業外収益   

受取利息 5,879 2,249

受取配当金 － 768

その他 3,338 570

営業外収益合計 9,217 3,587

営業外費用   

コミットメントフィー 500 500

為替差損 219 －

支払手数料 756 －

営業外費用合計 1,475 500

経常利益 43,026 87,313

特別損失   

固定資産除却損 － 5

ゴルフ会員権評価損 5,142 －

特別損失合計 5,142 5

税金等調整前四半期純利益 37,883 87,308

法人税等 19,204 39,527

四半期純利益 18,678 47,780
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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 455,468 574,381

減価償却費 201,719 176,379

のれん償却額 22,778 22,778

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,005 △36,564

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,913 11,493

保守サービス引当金の増減額（△は減少） 28,400 △20,800

受取利息及び受取配当金 △44,563 △40,288

売上債権の増減額（△は増加） 194,998 68,035

その他の資産・負債の増減額 △95,364 40,189

小計 706,518 795,606

利息及び配当金の受取額 44,563 40,288

法人税等の支払額 △210,927 △21,471

法人税等の還付額 － 162,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 540,154 976,586

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △203,800 △203,800

定期預金の払戻による収入 203,800 1,133,800

有形固定資産の取得による支出 △16,922 △30,271

無形固定資産の取得による支出 △57,768 △58,535

投資有価証券の取得による支出 △25,000 △40,002

投資その他の資産の増減額（△は増加） 16,096 37,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,594 838,467

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △83,392 －

配当金の支払額 △237,985 △294,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △321,378 △294,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 249 △177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135,431 1,519,936

現金及び現金同等物の期首残高 3,166,790 2,981,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,302,221 4,501,275
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（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 

 該当事項はありません。 
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