
  

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） 

  

（注）当第１四半期及び前第１四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有しないため記
載しておりません。 

  
（２）財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  
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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  3,745  △1.3  1,438  6.8  1,522  0.6  923  2.9

22年３月期第１四半期  3,794  0.4  1,347  74.4  1,513  △35.7  897  △35.8

  
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  49  02  －      

22年３月期第１四半期  47  62  －      

  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  68,569  61,588  89.8  3,269  30

22年３月期  72,728  62,946  86.6  3,341  36

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 61,588百万円 22年３月期 62,946百万円

  
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  －        40 00 －     40 00  80  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  40 00 －     40 00  80  00

  （％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）  7,800  3.2  3,070  16.5  3,770  30.5  2,210  34.6  117  31

通期  16,500  4.8  6,700  4.0  8,050  6.0  4,700  8.2  249  49



４．その他（詳細は、［添付資料］２ページ「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：有 

（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。 

  

（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 

（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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  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） 

業績予想につきましては、当社が現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、実際の

業績は、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記

予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 20,176,000株 22年３月期 20,176,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,337,443株 22年３月期 1,337,424株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 18,838,565株 22年３月期１Ｑ 18,840,511株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や個人消費の改善など一部で景気持ち直しの兆しが見られ

たものの、欧州の不安定な財政状況など海外経済の先行きに不透明感があり、その影響から企業を取り巻く環境は依

然として厳しい状況が継続しております。 

 こうした経済情勢の中で、情報サービス産業は、企業の生産性・営業力の強化、事務の効率化を後押しするシステ

ム提供が求められています。企業には本格的な設備投資の回復は見込めないものの、一方で継続してきたＩＴ投資抑

制の反動も見られております。 

 このような状況の中で、当社は「顧客第一主義」「顧客満足度向上」を念頭に置き、変革する情報社会において、

企業規模や様々なビジネス環境にマッチした製品開発・サポート体制の強化に努めてまいりました。 

 主な取り組みとして、ＯＢＣ製品情報のポータルサイト「奉行クリック」の活用など、新たな市場領域の拡充をす

すめるとともに、中小企業向けのインターネット技術との融合を図った「奉行ｉシリーズ」、成長・中堅企業向けＥ

ＲＰパッケージ「奉行Ｖ ＥＲＰシリーズ」など製品群を充実させ、幅広い層の企業を対象にした営業活動を展開し

てまいりました。 

 このような活動の結果、第１四半期累計期間における業績は次の通りとなりました。  

 売上高は、ソリューションテクノロジー（奉行シリーズ製品）が順調に推移し売上増となりましたが、関連製品

（他社ソリューション等）及びサービスの売上減の影響などにより37億45百万円（前年同期比1.3％減）となりまし

た。 

 損益面については、一般管理費等のコスト削減を実施した結果、営業利益は14億38百万円（同6.8％増）となりま

した。経常利益15億22百万円（同0.6％増）、四半期当期利益９億23百万円（同2.9％増）の主な要因としては、受取

配当金等の増加によるものであります。  

  

（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 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、685億69百万円となり、前事業年度比41億58百万円の減少となりま

した。その主な要因は、現金及び預金の減少38億58百万円等によるものであります。 

なお、純資産額はその他有価証券差額金の減少により、前事業年度末に比べ13億57百万円減の615億88百万円とな

り、自己資本比率は89.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。」は279億33百万円となり、前 

事業年度末と比較して38億58百万円の減少となりました。 

 当第１四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、５億55百万円（前年同期は21億69万円の収入）となりました。主なプラス要因

は、税引前四半期純利益14億84百万円、売上債権の減少額14億33百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等

の支払額23億20百万円、前受収益の減少額４億24百万円等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、36億52百万円（前年同期は３億７百万円の支出）となりました。主なマイナス

要因は、投資有価証券の取得による支出77億42百万円であり、主なプラス要因は、投資有価証券の売却等による収

入40億82百万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、７億53百万円（前年同期は７億66百万円の支出）となりました。主な要因は、

配当金の支払額７億53百万円等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
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（３）業績予想に関する定性的情報  

 当第１四半期の売上高は、当初の計画どおり推移しており、第２四半期においても概ね当初の計画どおりに推移

する見通しであります。よって、平成22年４月26日に公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

 第３四半期以降につきましても、引き続き企業を取り巻く環境は厳しい状況であると予想されますが、一方でイ

ンターネット技術を介したサービス（クラウドコンピューティング）が加速し、これまで遅れていた中小企業やサ

ービス業などの情報技術化が期待されます。当社におきましても、インターネット技術との融合を図った製品「奉

行ｉシリーズ」の売上等により、当初の計画どおりに推移する見通しであります。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．一般債権の貸倒見積高の算出方法は、当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算出したもの

と著しい変化がないと認められるため、前事業年度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. 固定資産の減価償却費の算定方法は、固定資産の年度中の取得、売却及び除外等の見積を考慮した予算を策定

するため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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1,561千円、税引前四半期純利益は37,347千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変更額は83,774千円であります。  

  

２．その他の情報
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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 27,943,749 31,801,943

受取手形 175,807 150,431

売掛金 2,623,867 4,082,549

商品及び製品 121,628 117,000

仕掛品 912 983

原材料及び貯蔵品 56,214 59,444

前払費用 56,623 56,623

繰延税金資産 214,975 269,545

関係会社短期貸付金 100,000 120,000

未収入金 268,248 57,568

その他 1,804 7,964

貸倒引当金 △29,345 △17,148

流動資産合計 31,534,486 36,706,907

固定資産   

有形固定資産 304,370 286,523

無形固定資産 168,739 176,327

投資その他の資産   

投資有価証券 31,420,095 31,618,647

関係会社株式 41,043 41,043

関係会社出資金 1,382,027 1,382,027

関係会社長期貸付金 184,517 184,517

長期預金 1,300,000 1,300,000

敷金及び保証金 468,507 469,376

会員権 92,130 93,830

破産更生債権等 9,754 8,029

繰延税金資産 1,762,738 557,295

貸倒引当金 △98,421 △96,518

投資その他の資産合計 36,562,392 35,558,247

固定資産合計 37,035,502 36,021,099

資産合計 68,569,988 72,728,007
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 145,123 216,327

未払金 222,598 1,199,077

未払費用 705,024 475,369

未払法人税等 617,481 2,265,340

未払消費税等 125,737 148,443

預り金 101,459 51,459

前受収益 4,283,008 4,707,618

役員賞与引当金 － 45,000

その他 32,556 24,928

流動負債合計 6,232,991 9,133,565

固定負債   

資産除去債務 83,774 －

退職給付引当金 664,269 648,004

固定負債合計 748,043 648,004

負債合計 6,981,034 9,781,569

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,519,000 10,519,000

資本剰余金 18,949,268 18,949,268

利益剰余金 36,418,024 36,248,098

自己株式 △5,167,855 △5,167,758

株主資本合計 60,718,436 60,548,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 870,517 2,397,828

評価・換算差額等合計 870,517 2,397,828

純資産合計 61,588,954 62,946,437

負債純資産合計 68,569,988 72,728,007
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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 3,794,891 3,745,395

売上原価 641,432 617,752

売上総利益 3,153,458 3,127,643

販売費及び一般管理費 1,806,289 1,688,962

営業利益 1,347,169 1,438,681

営業外収益   

受取利息 609 41

有価証券利息 9,082 6,387

受取配当金 145,486 338,692

投資有価証券売却益 241,165 308,981

その他 － 12,350

営業外収益合計 396,344 666,454

営業外費用   

投資有価証券売却損 77,375 319,827

投資事業組合運用損 150,476 243,450

その他 2,330 19,386

営業外費用合計 230,182 582,664

経常利益 1,513,331 1,522,471

特別損失   

固定資産除却損 2,812 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 35,786

その他 － 1,700

特別損失合計 2,812 37,486

税引前四半期純利益 1,510,519 1,484,984

法人税、住民税及び事業税 739,763 672,791

法人税等調整額 △126,487 △111,275

法人税等合計 613,275 561,516

四半期純利益 897,244 923,468
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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   

税引前四半期純利益 1,510,519 1,484,984

減価償却費 60,000 61,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,375 16,264

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △45,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,000 14,100

受取利息及び受取配当金 △155,179 △345,122

投資有価証券売却損益（△は益） △163,789 10,845

会員権評価損 － 1,700

有形固定資産除却損 2,812 －

投資事業組合運用損益（△は益） 150,476 243,450

売上債権の増減額（△は増加） 1,420,890 1,433,254

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,338 △1,326

仕入債務の増減額（△は減少） △112,668 △71,204

未払消費税等の増減額（△は減少） 94,197 △22,705

前受収益の増減額（△は減少） △442,812 △424,610

その他 132,158 168,590

小計 2,502,639 2,524,518

利息及び配当金の受取額 161,636 351,244

法人税等の支払額 △494,360 △2,320,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,169,916 555,112

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,024,656 △7,742,642

投資有価証券の売却による収入 725,540 4,082,751

関係会社貸付金の回収による収入 100,000 20,000

関係会社貸付けによる支出 △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △341 △3,337

無形固定資産の取得による支出 △8,045 △10,262

敷金及び保証金の回収による収入 760 2,444

敷金及び保証金の差入による支出 △1,120 △1,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △307,861 △3,652,621

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △753,895 △753,728

自己株式の取得による支出 △13,074 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △766,969 △753,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,129 △6,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,088,956 △3,858,194

現金及び現金同等物の期首残高 29,829,668 31,791,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,918,624 27,933,749
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  該当事項はありません。 

  

 当社は、パッケージソフトウェア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。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

 該当事項はありません。  

  

（四半期損益計算書関係） 

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） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

 当社は、ソフトウェアの販売から導入・保守サービスまでを一貫してユーザーに提供しております。これらの事業

活動においては、研究開発活動、営業活動ともに密接不可分なものであるため、パッケージソフトウェア事業の単一

セグメントとしております。つきましては、補足情報として、品目別に「プロダクト」（ソリューションテクノロジ

ー及び関連製品）と「サービス」についての販売実績を下記のとおり開示いたします。  

  

四半期販売の状況 

（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

（７）その他注記情報

広告宣伝費 119,281千円 

給与・賞与 474,727千円 

退職給付費用 11,430千円 

賃借料 99,544千円 

研究開発費 476,487千円 

４．補足情報

  

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） 

前年同期比較 

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 同期比 

 プロダクト  1,930,653  50.9  1,904,975  50.9  △25,678  △1.3

  ソリューションテクノロジー  1,072,994       28.3  1,173,646       31.3  100,652  9.4

  関連製品  857,658  22.6  731,328  19.5  △126,330    △14.7

  サービス  1,864,238  49.1  1,840,420  49.1  △23,817  △1.3

合 計  3,794,891  100.0  3,745,395  100.0  △49,495  △1.3
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