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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 1,016 23.0 145 61.8 152 217.0 84 ―

21年9月期第2四半期 826 ― 89 ― 48 ― △70 ―

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9月期第2四半期 2,074.18 ―

21年9月期第2四半期 △1,730.73 ―

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9月期第2四半期 2,765 2,207 79.8 54,497.91
21年9月期 2,862 2,147 75.0 53,016.72

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  2,207百万円 21年9月期  2,147百万円

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

22年9月期 ― 1,000.00

22年9月期 
（予想）

― 1,000.00 2,000.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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  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 2,000 21.2 410 139.3 410 206.4 220 ― 5,432.10
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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  無  

(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） 

詳細は、４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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 40,900株 21年9月期  40,900株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  400株 21年9月期  400株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第2四半期 40,500株 21年9月期第2四半期 40,500株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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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（１）当第２四半期累計期間の経営成績  

 当第２四半期累計期間(平成21年10月１日～平成22年３月31日)におけるわが国経済については、景気悪化状況か

ら持ち直してはいますが、自律性には乏しく、失業率も高水準にあるなど依然として厳しい状況が続いておりま

す。一方、輸出はアジア向けを中心にゆるやかに増加し、生産も改善の兆しが見え、企業収益は下げ止まりつつあ

る状況です。 

 当社の主要な販売先である金融機関におきましては、全国の銀行貸出残高が５年振りに前年同月を割り込むな

ど、企業の資金需要は依然低迷しており、設備投資を手控える傾向は、なお続いていると見られます。  

 このような厳しい経済環境のもと、金融機関の中には、決算状況の厳しさから設備投資を抑制せざるを得ない先

もあり、業界全体として投資意欲は盛り上がりに欠けていると言えます。しかしながら、地域によっては景気の持

ち直しを反映し、中堅以上の金融機関を中心にシステム投資が徐々に回復し始めており、システム投資状況はまだ

ら模様の感を呈しています。 

 当第２四半期累計期間の売上高につきましては、上記のように経済環境が厳しい中でも、主力の「担保不動産評

価管理システム」や「自己査定支援システム」に加え、「貸倒実績率算定システム」や「債権償却・引当金管理シ

ステム」などで受注獲得が進み、前年同期を上回りました。損益につきましても、増収に加えて、当期は金融市場

の改善により、前期に実施した投資有価証券の減損処理等を行わなかったことより、営業利益、経常利益及び四半

期純利益は前年同期に比べ増加しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,016,493千円（前年同期比23.0％増）、営業利益は145,231千円

（同61.8％増）、経常利益は152,629千円（同217.0％増）、四半期純利益は84,004千円(前年同期は四半期純損失

70,094千円)となりました。 

（２）事業部門別の業績 

「システムインテグレーション事業」 

 主力の「担保不動産評価管理システム」と「自己査定支援システム」に加え、「決算書リーディングシステム」

や「貸倒実績率算定システム」、「債権償却・引当金管理システム」は、地銀を中心に受注獲得が進みました。ま

た、全国の信用組合が加盟する共同センターを通じて、信用組合向けの統合信用リスク管理システムも順調に受注

を獲得しました。さらに、新規導入した「金融商品時価算定システム」の貢献もあり、システムインテグレーショ

ン事業の売上高は571,422千円（前年同期比43.7％増）、売上高構成比は56.2％となりました。 

「システムサポート事業」 

 「担保不動産評価管理システム」の新規売上高が伸びず、担保代行入力の減収はあったものの、これまで伸びて

きたシステム販売から発生する既存メンテナンスがこれを補い、メンテナンス売上高は前年同期より増加しまし

た。以上により、システムサポート事業の売上高は445,071千円（前年同期比3.9％増）、売上高構成比は43.8％と

なりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末より132,271千円減少し2,040,813千円

となりました。これは主に売上債権の回収による売掛金の減少、たな卸資産の減少、未収還付法人税等が減少した

ことによります。 

 固定資産は前事業年度末より35,051千円増加し724,272千円となりました。これは主に投資有価証券及び繰延税金

資産が増加したことによります。この結果、資産合計は前事業年度末より97,220千円減少し2,765,085千円となりま

した。 

 負債につきましては、前事業年度末より157,208千円減少し557,919千円となりました。これは主に買掛金及び前

受収益が減少したことによります。 

 純資産につきましては、前事業年度末より59,988千円増加し、2,207,165千円となりました。これは主に四半期純

利益の計上及び時価の回復によるその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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、前事業年度末に比べ126,070

千円増加し、1,650,992千円となりました。 

 当第２四半期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161,222千円（前年同期比59.2％減）となりました。これは主に税引前四半期純利

益151,563千円の計上、法人税等の還付額112,262千円、売上債権の減少72,744千円、たな卸資産の減少66,237千円

等により資金が増加した一方、仕入債務の減少135,415千円、前受収益の減少142,547千円等による資金の減少があ

ったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は5,085千円（前年同期比95.9％減）となりました。これは主に投資有価証券の償還

による収入5,290千円、有形固定資産の売却による収入2,528千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40,237千円（前年同期比60.1％減）となりました。これは配当金の支払によるも

のであります。 

 世界経済はアジアを中心に回復傾向を見せており、日本経済も生産・消費の両面で改善の兆しはあるものの、雇

用情勢は厳しく当面はまだ厳しい状況が続くと予想されます。また、低迷を続けていた株式市場も底を打ったよう

ですが、実体経済の完全な回復にはまだ時間がかかると考えられます。取引先の業況低迷と相まって、金融機関自

体の業績もいまだ回復途上にあります。 

 このような状況のもと、当社といたしましては、主要顧客である金融機関の投資意欲がまだ回復途上にある中で

も、的確にニーズを捉えて案件を掘り起こし、受注に結び付けるきめ細かい営業を展開していく考えです。また、

「リアルタイム連結システム」を一般企業向けに販売できるよう、注力してまいりたいと思います。 

 以上により、平成22年９月期におきましては、売上高2,000,000千円（前期比21.2％増）、営業利益410,000千円

（同139.3％増）、経常利益410,000千円（同206.4％増）、当期純利益220,000千円(前期は当期純損失22,883千円）

を見込んでおります。 

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  

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

  受注制作のソフトウェアに係る収益の計上方法については、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１四半期会計期間より適用し、第１四半期

会計期間に着手した工事契約から、当第２四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

案件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,650,992 1,524,922

売掛金 350,830 423,575

仕掛品 1,960 68,198

繰延税金資産 17,606 －

未収収益 9,338 11,776

未収消費税等 － 23,637

未収還付法人税等 － 109,787

その他 10,522 11,698

貸倒引当金 △438 △511

流動資産合計 2,040,813 2,173,084

固定資産   

有形固定資産 89,032 94,566

無形固定資産   

ソフトウエア 16,348 20,830

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 17,464 21,946

投資その他の資産   

投資有価証券 446,934 430,600

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 65,333 36,600

会員権 38,440 38,440

投資その他の資産合計 617,774 572,707

固定資産合計 724,272 689,220

資産合計 2,765,085 2,862,305
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,473 164,888

未払金 62,914 94,701

未払消費税等 20,298 －

未払法人税等 129,534 －

繰延税金負債 － 7,369

前受収益 98,572 241,119

賞与引当金 49,232 42,184

製品保証引当金 3,315 6,239

その他 6,217 8,000

流動負債合計 399,558 564,504

固定負債   

役員退職慰労引当金 158,361 150,623

固定負債合計 158,361 150,623

負債合計 557,919 715,128

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 27,761 43,007

繰越利益剰余金 1,614,812 1,556,062

利益剰余金合計 1,644,390 1,600,886

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,280,699 2,237,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △73,533 △90,017

評価・換算差額等合計 △73,533 △90,017

純資産合計 2,207,165 2,147,177

負債純資産合計 2,765,085 2,862,305

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 826,087 1,016,493

売上原価 468,545 548,868

売上総利益 357,541 467,624

販売費及び一般管理費 267,772 322,393

営業利益 89,769 145,231

営業外収益   

受取利息 1,178 768

受取配当金 99 99

有価証券利息 5,538 2,841

法人税等還付加算金 － 3,207

その他 80 480

営業外収益合計 6,897 7,398

営業外費用   

複合金融商品評価損 48,525 －

営業外費用合計 48,525 －

経常利益 48,141 152,629

特別利益   

貸倒引当金戻入額 665 72

特別利益合計 665 72

特別損失   

固定資産除売却損 56 1,139

投資有価証券評価損 52,086 －

特別損失合計 52,143 1,139

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △3,336 151,563

法人税、住民税及び事業税 22,649 126,408

法人税等調整額 44,108 △58,849

法人税等合計 66,757 67,559

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,094 84,004

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第２四半期決算短信
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 415,210 486,556

売上原価 211,748 228,778

売上総利益 203,462 257,777

販売費及び一般管理費 128,981 169,945

営業利益 74,481 87,832

営業外収益   

受取利息 549 382

有価証券利息 1,575 1,417

法人税等還付加算金 － 3,207

その他 76 113

営業外収益合計 2,200 5,121

経常利益 76,681 92,953

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △129 △89

特別利益合計 △129 △89

特別損失   

固定資産除売却損 46 1,123

特別損失合計 46 1,123

税引前四半期純利益 76,505 91,740

法人税、住民税及び事業税 22,299 75,647

法人税等調整額 75,578 △34,625

法人税等合計 97,878 41,021

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,372 50,719

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期　第２四半期決算短信

- 8 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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又は税引前四半期純損失
（△）

△3,336 151,563

減価償却費 12,724 9,080

貸倒引当金の増減額（△は減少） △665 △72

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,576 7,047

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,430 △2,924

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,396 7,737

受取利息及び受取配当金 △6,816 △3,710

複合金融商品評価損 48,525 －

投資有価証券評価損益（△は益） 52,086 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 56 1,139

売上債権の増減額（△は増加） 665,305 72,744

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,028 66,237

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,240 23,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,861 3,473

仕入債務の増減額（△は減少） △45,095 △135,415

未払金の増減額（△は減少） △38,405 △32,048

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,278 20,298

前受収益の増減額（△は減少） △136,579 △142,547

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,054 △1,131

小計 584,504 45,109

利息及び配当金の受取額 9,489 3,850

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △199,257 112,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,737 161,222

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 28,754 －

有形固定資産の取得による支出 － △1,372

有形固定資産の売却による収入 － 2,528

無形固定資産の取得による支出 △11,216 △1,327

投資有価証券の売却及び償還による収入 106,014 5,290

その他 △46 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 123,505 5,085

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △100,900 △40,237

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,900 △40,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 417,342 126,070

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,959 1,524,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,550,301 1,650,992
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

 生産、受注及び販売の状況   

（1）生産実績 

   当第２四半期累計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）受注状況 

   当第２四半期累計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、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。  

  

（3）販売実績 

   当第２四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

         前第２四半期累計期間の日本電気㈱及び当第２四半期累計期間の㈱しんきん情報サービスにつきまして

は、当該割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

（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

６．その他の情報

事業部門別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日） 

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション（千円）    571,422  143.7

システムサポート（千円）   445,071  103.9

合計（千円）  1,016,493  123.0

事業部門別  受注高（千円）
前年同四半期比 

（％）  

受注残高 

（千円） 

前年同四半期比 

（％）  

システムインテグレーション  488,874  154.7   139,682   400.7

システムサポート   456,762   106.0   13,865   462.2

合計   945,637   126.6   153,547   405.6

事業部門別 
当第２四半期累計期間

（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日）  

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション（千円）   571,422  143.7

システムサポート（千円）  445,071  103.9

合計（千円）   1,016,493  123.0

相手先 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年３月31日）  

当第２四半期累計期間
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年３月31日）  

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％） 

日本電気㈱    －   －    232,632  22.9

㈱しんきん情報サービス    116,162   14.1    －   －
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