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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の業績(平成22年４月１日～平成22年６月30日)

 (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 ％

23年３月期第１四半期 2,517 0.1 141 376.3 144 306.5 83 422.4

22年３月期第１四半期 2,514 △24.6 29 △90.7 35 △89.2 16 △91.5

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

23年３月期第１四半期 1,221 36 ─

22年３月期第１四半期 233 81 ─

 (2) 財政状態

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

23年３月期第１四半期 9,799 8,634 88.1 125,877 36

22年３月期 9,941 8,631 86.8 125,832 85

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 8,634百万円 22年３月期 8,631百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年３月期 ─ 1,250 00 ─ 1,250 00 2,500 00

 23年３月期 ─

 23年３月期(予想) 1,250 00 ─ 1,250 00 2,500 00

3. 平成23年３月期の業績予想(平成22年４月１日～平成23年３月31日)

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 5,400 7.5 170 ─ 170 751.1 100 ─ 1,457 92

通期 11,500 10.0 770 16.0 770 11.7 450 15.1 6,560 63



 
(注)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の有無となります。 

  

 

 
(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(3) 発行済株式数(普通株式) 

 
  

  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さま

ざまな要因によって予想値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「1.当

四半期の業績等に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他(詳細は、【添付資料】Ｐ．３「2.その他の情報」をご覧ください。)

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 68,591株 22年３月期 68,591株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ─株 22年３月期 ─株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 68,591株 22年３月期１Ｑ 68,591株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期におけるわが国経済は、輸出増や政府の緊急経済対策などにより、企業収益の改善、設

備投資の下げ止まりなど、回復傾向が見られる一方で、欧州諸国の財政危機を契機とする世界的な株安

や、円高・デフレなど景気の先行き不透明感が増しております。 

このような環境のもと、景気回復とともに顧客企業の情報化投資については、新規のシステム構築等

は依然として案件としての立ち上がりが鈍いものの、ビジネスプロセスやＩＴ運用改善への投資を再開

する動きは顕在化してきております。 

当社は、このような顧客企業の投資ニーズに見合う付加価値の高い提案を積極的に推進し、案件獲得

に注力してまいりました。また、前期は案件獲得に苦戦し要員不稼動が増加し、要員配置の適正化を喫

緊の課題として取り組んでまいりましたが、さらに、当第１四半期においては部門間異動をよりスムー

ズに行うための人事施策の見直しなども行ってまいりました。 

  

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、2,517百万円(前年同期比＋0.1％)、営業利益は、141百万円(前年同期比＋376.3％)、経常利

益は、144百万円(前年同期比＋306.5％)、四半期純利益は、83百万円(前年同期比＋422.4％)となりまし

た。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ141百万円減少し、9,799百万円(前事業年度末比△1.4％)となり

ました。 

流動資産の減少152百万円は、仕掛品が127百万円増加した一方で、主に前事業年度３月末検収案件

の回収等に伴う売掛金の減少432百万円があったことによるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ145百万円減少し、1,165百万円(前事業年度末比△11.1％)となり

ました。これは主に、買掛金、未払法人税等及び賞与引当金の減少によるものであります。 

  

純資産合計は、前事業年度末に比べ3百万円増加し、8,634百万円(前事業年度末比＋0.0％)となり

ました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、124百万円(前年同期比△240百万円)となりました。これは

主に、営業収入の減少によるものであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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

①資産、負債及び純資産の状況

〈資産〉

〈負債〉

〈純資産〉

②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〉
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投資活動によるキャッシュ・フローは、△25百万円(前年同期比＋75百万円)となりました。これは

主に、前期において有価証券の取得による支出(純額)があったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△77百万円(前年同期比△2百万円)となりました。これは

配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

21百万円増加し、6,168百万円となりました。 

  

当初の予定と異なる時期に納品・検収が行われることによって売上計上の時期が変動する可能性があり

ますが、現時点においては、平成22年４月23日に発表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ650千円減少し、税引前四半期純利益は13,650千円減

少しております。 

  

 該当事項はありません。 

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,197,521 3,125,394

関係会社預け金 2,870,872 2,921,314

売掛金 1,502,613 1,935,207

有価証券 599,994 599,981

商品 1,110 －

仕掛品 224,625 97,176

その他 584,123 454,488

流動資産合計 8,980,861 9,133,562

固定資産

有形固定資産 33,539 35,570

無形固定資産 123,430 101,546

投資その他の資産

前払年金費用 175,581 179,086

その他 486,422 492,032

投資その他の資産合計 662,003 671,119

固定資産合計 818,974 808,237

資産合計 9,799,835 9,941,799

負債の部

流動負債

買掛金 274,546 300,071

未払法人税等 7,385 102,055

賞与引当金 321,585 650,010

その他 488,528 183,673

流動負債合計 1,092,044 1,235,810

固定負債

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 60,732 61,984

固定負債合計 73,736 74,988

負債合計 1,165,781 1,310,798

純資産の部

株主資本

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,318,635 7,320,599

株主資本合計 8,633,704 8,635,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 349 △4,667

評価・換算差額等合計 349 △4,667

純資産合計 8,634,054 8,631,000

負債純資産合計 9,799,835 9,941,799
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 2,514,679 2,517,034

売上原価 2,017,833 1,934,684

売上総利益 496,846 582,350

販売費及び一般管理費 467,135 440,835

営業利益 29,710 141,514

営業外収益

受取利息 5,457 4,227

その他 1,793 240

営業外収益合計 7,251 4,468

営業外費用

支払手数料 1,378 1,322

営業外費用合計 1,378 1,322

経常利益 35,583 144,659

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,000

特別損失合計 － 13,000

税引前四半期純利益 35,583 131,659

法人税、住民税及び事業税 1,724 1,382

法人税等調整額 17,821 46,502

法人税等合計 19,546 47,884

四半期純利益 16,037 83,774
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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１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 3,341,439 2,852,093

外注費の支払及び購入による支出 △939,064 △808,501

人件費の支出 △1,640,189 △1,622,595

その他の営業支出 △317,385 △229,295

小計 444,800 191,701

利息及び配当金の受取額 8,152 4,618

法人税等の支払額 △88,120 △71,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 364,832 124,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △99,956 △499,840

有価証券の売却による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △337 △238

無形固定資産の取得による支出 △911 △25,840

敷金及び保証金の差入による支出 △150 △219,888

敷金及び保証金の回収による収入 － 220,244

その他 30 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,325 △25,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △74,942 △77,363

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,942 △77,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 188,564 21,703

現金及び現金同等物の期首残高 6,215,776 6,146,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,404,340 6,168,478
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当第１四半期会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

 (追加情報) 

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社はシステム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

当第１四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)                (単位：千円) 

 
  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 674,184 640,884 7,320,599 8,635,668

当第１四半期会計期間末までの変動額

 剰余金の配当 △85,738 △85,738

 四半期純利益 83,774 83,774

当第１四半期会計期間末までの変動額合計 △1,964 △1,964

当第１四半期会計期間末残高 674,184 640,884 7,318,635 8,633,704
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 当第１四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

  

 当第１四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第１四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

品   目 生 産 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 2,436,122 △2.7％ 

(2) 受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前年同四半期比 前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 2,822,397 7.0％ 2,427,351 55.1％ 

製 品 販 売 160,793 164.5％ 133,857 1.3％ 

合   計 2,983,190 10.6％ 2,561,208 50.9％ 

(3) 販売実績

品   目 販 売 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 2,308,673 △4.7％ 

製 品 販 売 208,361 124.0％ 

合   計 2,517,034 0.1％ 
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