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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 702 21.5 22 ― 7 △67.8 6 △64.1
21年3月期第3四半期 578 ― △49 ― 22 ― 19 ―

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 164.74 ―
21年3月期第3四半期 458.87 ―

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 1,222 442 36.2 10,675.04
21年3月期 891 436 48.9 10,510.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  442百万円 21年3月期  436百万円

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  
22年３月期の期末の配当予想額については未定です。 

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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  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 990 21.7 40 ― 20 147.3 20 391.1 482.06

－1－



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  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。 

(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】４．その他をご覧下さい。 

(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 
・業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。 
・業績予想の前提となる過程及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、５ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定
性情報をご覧下さい。 
・配当金につきましては「株主に対する利益還元とともに、企業体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保にも配慮した利益配分」を配当の基本
方針とし経営の最重要政策の一つとして位置づけております。今後とも企業価値の継続的な向上を目指すとともに、株主の皆様の利益を長期的に確保し
ていきたいと考えております。平成22年３月期期末の配当予想額は、先行き不透明な経営環境に対応できるよう内部留保の充実を念頭に置き、今後の事
業展開、収益予想等を総合的に勘案して決定することとしておりますので、引き続き未定とさせていただきますが、決定次第速やかに開示いたします。 

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 41,489株 21年3月期  41,489株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  0株 21年3月期  0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 41,489株 21年3月期第3四半期 41,489株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済対策効果や、新興国の高い経済成長率の影響を受け、

一部先行きの景況感に改善が見られるものの、円高の進行や消費減退によるデフレの進行等々により事業環境は

依然として厳しく、雇用情勢及び企業設備投資については低調に推移しており、依然先行きは不透明で未だ予断

を許さない状況が継続しているというのが現状であります。  

 このような状況のもと、当社グループは全社一丸となって経費節減に努める一方、競売物件の落札事業拡大等

により、グループ全体の業績向上を目指してまいりました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高702,554千円（前年同期比21.5％増）となり、営業利

益22,953千円（前年同期は営業損失49,570千円）、経常利益7,218千円（前年同期比67.8％減）、四半期純利益

6,835千円（前年同期比64.1％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりとなりました。 

  

①ソフトウェア事業 

 当第３四半期連結累計期間において、弊社主力製品である「消防くん」、「写楽々ＲｅＢｏ」等に加え、新た

に「オールイン・ワンホームページ＋」の販売活動に注力してまいりましたが、設備投資の冷え込みもあり売上

高は74,002千円（前年同期比34.7％減）、営業利益は602千円（前年同期は営業損失49,159千円）という結果に

なりました。 

  

②不動産事業 

 当第３四半期連結累計期間において、第２四半期より開始しました競売物件の落札事業が寄与したこともあ

り、売上高は594,046千円（前年同期比35.7％増）となりましたが、マンション管理部門の事務委託手数料等の

増加により、営業利益は7,428千円（前年同期比81.2％減）となりました。  

  

③ファイナンス事業 

 法人向け不動産担保貸付を主としておりますが、大幅な景気の後退もあり、慎重な取り組みを行った結果、売

上高は12,650千円（前年同期比13.8％減）、営業利益は8,373千円（前年同期比0.8％増）となりました。 

  

④その他の事業 

 当第３四半期連結累計期間における業務委託手数料等のフィービジネス部門の売上高は138,370千円（前年同

期比119.0％増）、営業利益は46,408千円（前年同期は営業損失14,643千円）となりました。 

  

（注）事業の種類別セグメントの業績における売上高には内部売上高又は振替高が含まれております。 

  

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
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(1）財政状態の分析 

（資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は1,222,702千円（前連結会計年度末891,709千円）となりま

した。その内訳は、流動資産802,314千円、固定資産420,387千円となり、前連結会計年度末に比べ330,992千円

増加いたしました。 

 これは主に、販売用不動産の増加199,071千円及びその他の流動資産（仮払金、未収入金等）の増加110,706千

円等によるものです。 

 （負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は779,805千円（前連結会計年度末455,647千円）となりまし

た。その内訳は、流動負債559,668千円、固定負債220,136千円となり、前連結会計年度末に比べ324,157千円増

加いたしました。 

 これは主に、長期借入金の返済により44,212千円減少したものの、短期借入金が208,497千円及び社債の発行

により160,000千円それぞれ増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は442,896千円（前連結会計年度末436,061千円）となり、

6,835千円増加いたしました。 

 これは主に、四半期純利益として6,835千円を計上したことによります。 

(2）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、前連結会計年度末に

比べ64,120千円増加し、284,160千円となりました。 

 当第３四半期連結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） 

 営業活動の結果使用した資金は264,547千円（前年同期は39,451千円取得）となりました。これは、販売用不

動産の増加199,071千円及び仮払金の増加108,676千円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） 

 投資活動の結果取得した資金は7,200千円（前年同期は32,140千円使用）となりました。これは、主に定期預

金の払戻による収入10,000千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果取得した資金は321,467千円（前年同期は26,730千円使用）となりました。これは、主に社債

の発行による収入220,000千円及び短期借入金の増加による208,497千円によるものです。  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  通期の連結業績予想等につきましては、 近の業績の動向や経営環境等を踏まえ、平成21年５月20日及び平成21

年８月13日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の

貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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ため、前

連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。 

  

（受注製作のソフトウエアに係る収益の計上基準の変更） 

受注製作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、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より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、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

る契約については進行基準（契約の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については完成基準を適用

しております。 

これによる売上高及び損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております 

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）

（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 284,160 220,040

受取手形及び売掛金 61,169 68,141

販売用不動産 205,072 6,001

仕掛品 － 995

原材料及び貯蔵品 1,277 1,538

短期貸付金 120,000 102,270

その他 130,683 19,978

貸倒引当金 △50 △50

流動資産合計 802,314 418,914

固定資産   

有形固定資産 120,568 119,599

無形固定資産   

のれん 160,741 200,601

その他 14,013 17,249

無形固定資産合計 174,755 217,851

投資その他の資産   

投資有価証券 100,120 100,120

その他 24,944 35,223

投資その他の資産合計 125,064 135,343

固定資産合計 420,387 472,794

資産合計 1,222,702 891,709

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,279 18,781

短期借入金 208,497 －

1年内返済予定の長期借入金 236,199 50,456

1年内償還予定の社債 60,000 －

未払法人税等 1,228 8,613

その他 38,462 51,233

流動負債合計 559,668 129,086

固定負債   

社債 100,000 －

長期借入金 91,341 321,296

その他 28,795 5,264

固定負債合計 220,136 326,561

負債合計 779,805 455,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,034 436,034

利益剰余金 6,862 27

株主資本合計 442,896 436,061

純資産合計 442,896 436,061

負債純資産合計 1,222,702 891,709
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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 578,418 702,554

売上原価 349,959 441,966

売上総利益 228,458 260,587

販売費及び一般管理費 278,029 237,634

営業利益又は営業損失（△） △49,570 22,953

営業外収益   

受取利息 565 47

投資有価証券売却益 448 －

受取手数料 82,225 －

助成金収入 － 200

その他 2,087 85

営業外収益合計 85,327 332

営業外費用   

支払利息 10,579 11,605

社債利息 － 2,167

支払手数料 1,910 330

過年度消費税等 － 959

その他 871 1,003

営業外費用合計 13,360 16,067

経常利益 22,396 7,218

特別利益   

前期損益修正益 － 1,678

貸倒引当金戻入額 305 －

特別利益合計 305 1,678

特別損失   

前期損益修正損 － 1,831

固定資産除却損 1,514 －

特別損失合計 1,514 1,831

税金等調整前四半期純利益 21,186 7,065

法人税、住民税及び事業税 2,148 1,307

法人税等還付税額 － △1,076

法人税等合計 2,148 230

四半期純利益 19,038 6,835
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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 21,186 7,065

減価償却費 12,536 13,497

のれん償却額 39,860 39,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,024 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △384 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △305 －

受取利息及び受取配当金 △565 △47

支払利息 10,579 18,660

投資有価証券売却損益（△は益） △448 －

固定資産除却損 1,514 －

売上債権の増減額（△は増加） 31,464 6,971

販売用不動産の増減額（△は増加） － △199,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,141 1,256

仕入債務の増減額（△は減少） 1,804 △3,501

仮払金の増減額（△は増加） － △108,676

貸付金の増減額（△は増加） － △17,730

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,939 △4,862

その他 △36,157 4,504

小計 53,978 △242,071

利息及び配当金の受取額 565 47

利息の支払額 △10,579 △18,105

法人税等の支払額 △7,380 △6,109

法人税等の還付額 2,867 1,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,451 △264,547

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 850 10,000

投資有価証券の売却による収入 5,008 －

出資金の払込による支出 － △3,100

有形固定資産の取得による支出 △16,388 △200

無形固定資産の取得による支出 △9,010 △2,698

敷金及び保証金の差入による支出 △12,599 △180

敷金及び保証金の回収による収入 － 3,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,140 7,200

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） － 208,497

長期借入金の返済による支出 △25,696 △44,212

割賦債務の返済による支出 △1,034 △463

社債の発行による収入 － 220,000

社債の償還による支出 － △60,000

リース債務の返済による支出 － △2,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,730 321,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,419 64,120

現金及び現金同等物の期首残高 188,138 220,040

現金及び現金同等物の四半期末残高 168,718 284,160
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 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列により区分しております。 

    ２．各事業区分に属する主要な内容 

      ソフトウェア事業：業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・販売・保守及び受注によるシステムな 

               らびにそれに類するものの開発 

 不動産事業：分譲マンションの管理及び不動産売買・媒介業 

 ファイナンス事業：法人向け不動産担保ローン等による貸付業務 

 その他の事業：子会社に対する経営指導、フィービジネス事業等 

  

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）及び当第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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がありませんので、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）及び当第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） 

海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

  

 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〕

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

ファイナンス
事業  

（千円） 

その他の事業
（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 
 113,322  437,625  14,669  12,800  578,418  －  578,418

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  50,389  50,389  (50,389)  －

計  113,322  437,625  14,669  63,189  628,807  (50,389)  578,418

営業利益又は営業

損失(△) 
 △49,159  39,468  8,305  △14,643  △16,029  (33,543)  △49,570

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

ファイナンス
事業  

（千円） 

その他の事業
（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 
 74,002  592,710  12,650  23,191  702,554  －  702,554

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  1,336  －  115,179  116,515  (116,515)  －

計  74,002  594,046  12,650  138,370  819,070  (116,515)  702,554

営業利益  602  7,428  8,373  46,408  62,813  (39,860)  22,953

〔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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