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

(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   ％

23 年３月期第１四半期 6,507  13.0 603 △21.4 839 △ 1.8 526   7.4

22 年３月期第１四半期 5,760 △11.8 768 △35.6 855 △33.8 489 △39.3
 

 
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 15.51 －

22 年３月期第１四半期 14.44 －

(2) 連結財政状態 

 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 89,710 67,273 74.8 1,978.43

22 年３月期 85,191 67,002 78.6 1,972.99

（参考）自己資本  23 年３月期第１四半期 67,117 百万円   22 年３月期 66,933 百万円 

２．配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 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 － 10.00 － 10.00 20.00

23 年３月期 －  

23 年３月期（予想）  10.00 － 10.00 20.00

（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月期の連結業績予想（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） 

通      期 

12,600  2.6 

29,000 10.2 

1,850 △5.9

4,600 △5.6

2,000 △2.8

4,900 △4.3

1,200 △1.8 

2,900 △2.0 

35.37

85.48

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ：無 



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ４「その他」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動     ：無 

   （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用    ：無 

   （注）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の有無となります。 

(3) 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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数 
(自己株式を含む) 

23 年３月期１Ｑ 33,952,089 株 22 年３月期 33,952,089 株

② 期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 27,458 株 22 年３月期 27,270 株

③ 期中平均株式数 
(四半期累計) 

23 年３月期１Ｑ 33,924,714 株 22 年３月期１Ｑ 33,926,513 株

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示 

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異なる場合

があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、３ページをご参照ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における日本経済は、輸出関連産業などの一部に景気の底入れ感が見られるものの、個人消費が上向

く兆しは一向に見られず、依然として厳しい状況が続いております。 

当社の主力マーケットである会計事務所業界におきましては、顧問先である中小企業の景況感が低迷を続ける中、

事務所経営におけるトータルコストの低減を図る傾向が一層強まってきております。 

このような環境の下、コンピュータシステム事業におきましては、中長期的な観点から、会計事務所シェアと企業

シェアを一体的に高めていくマーケット戦略を構想し、広く中小企業と会計事務所が結びつく環境を促進する目的で、

ＳａａＳ方式の新たなソフトウエア・サービス『JDL IBEX net』を開発いたしました。中小企業向けには４月より「JDL 

IBEX出納帳net」及び「JDL IBEX給与net」を破格の料金で提供を開始し、その普及と利用促進に注力しております。

なお、この取り組みは当社のマーケット基盤をより強固なものとするための重要な投資と捉えていることから、当期

は販促費の支出をさらに積極化させております。 

定期航空運送事業におきましては、前期における新機種CRJ700型機の導入とそれに伴う新たな路線展開が奏功し、

運航収入は期初から堅調に推移しました。また当第１四半期においても同型機１機を追加導入し、今後の新たな路線

展開を計画しております。 

この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高65億７百万円（前年同期比13.0％増）、営業利益６億３百万円（前

年同期比21.4％減）、経常利益８億39百万円（前年同期比1.8％減）、四半期純利益５億26百万円（前年同期比7.4％

増）となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりとなっております。 

（単位：百万円） 

セグメントの名称 売上高 経常利益 

コンピュータシステム事業 4,199 661

ＬＳＩ事業 217 △2

定期航空運送事業 2,022 183

航空機使用事業 67 △2
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の財政状態は、次のとおりであります。 

総資産は前連結会計年度末と比較して45億18百万円増加し、897億10百万円となりました。 

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が16億24百万円、受取手形及び売掛金が10億２百万円それぞれ減

少しております。固定資産では、リース資産が46億10百万円、投資有価証券が19億91百万円それぞれ増加してお

ります。 

流動負債では、短期借入金が15億３百万円、未払法人税等が７億57百万円それぞれ減少しております。固定負債

では、長期借入金が11億18百万円、リース債務が25億95百万円それぞれ増加しております。 

また、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により、資産除去債務を流動負債に１億81百万円、固定負債に13

億90百万円それぞれ計上しております。 

純資産の部では、利益剰余金が１億86百万円増加し、自己資本比率は3.8ポイント減少し74.8％となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は87億42百万円（前年同期比90億53百万円50.9％減）

となりました。 

（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が８億12百万円（前年同期比41百万円4.9％減）で、減価償却費６億49百万円、「資

産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う影響額23百万円の非資金取引項目があり、売上債権の減少による10億

２百万円の収入、法人税等の支払額11億90百万円の支出により、15億24百万円の収入（前年同期比17百万円1.2％

減）となりました。 

（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19億92百万円の支出、リース資産、金型、自社製品及びソフトウエア等固定資産の取

得による３億39百万円の支出があり、23億５百万円の支出（前年同期27億97百万円の収入）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金による収入がある一方、短期借入金の返済、配当金の支払等による支出があり、８億14百万円の支出（前

年同期11億82百万円の収入）となりました。 

通期におきましても、キャッシュ・フローを重視した経営を進め、財務体質の一層の強化を着実に進めていく所存

です。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年５月12日の発表時から変更はありません。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結の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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間から、「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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であります。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,572,097千円であります。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,742,133 20,366,502

受取手形及び売掛金 3,932,944 4,935,119

商品及び製品 314,736 295,255

仕掛品 391,525 372,858

原材料及び貯蔵品 941,275 893,863

繰延税金資産 548,934 365,196

その他 941,857 582,706

貸倒引当金 △4,117 △5,091

流動資産合計 25,809,290 27,806,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,674,369 8,769,416

機械装置及び運搬具（純額） 3,955,151 4,017,885

土地 11,543,401 11,543,401

リース資産（純額） 7,934,396 3,324,375

その他（純額） 585,452 636,686

有形固定資産合計 32,692,772 28,291,765

無形固定資産 277,408 266,994

投資その他の資産   

投資有価証券 24,961,322 22,969,386

長期預金 2,500,000 2,500,000

繰延税金資産 2,071,358 2,045,230

その他 1,402,202 1,315,812

貸倒引当金 △4,211 △4,089

投資その他の資産合計 30,930,671 28,826,340

固定資産合計 63,900,852 57,385,100

資産合計 89,710,143 85,191,511

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 276,560 349,672

短期借入金 3,400,000 4,903,226

1年内返済予定の長期借入金 409,740 262,192

リース債務 1,392,739 723,096

未払金 1,653,501 1,711,099

未払法人税等 384,640 1,142,328

賞与引当金 973,927 566,681

修繕引当金 187,832 130,940

製品保証引当金 42,823 42,823

資産除去債務 181,787 －

その他 474,924 455,998

流動負債合計 9,378,476 10,288,057
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,251,666 132,923

リース債務 5,165,560 2,570,090

退職給付引当金 5,068,921 5,009,858

役員退職慰労引当金 148,830 146,450

資産除去債務 1,390,310 －

その他 33,142 41,948

固定負債合計 13,058,429 7,901,269

負債合計 22,436,905 18,189,327

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,078,000 9,078,000

資本剰余金 12,121,200 12,121,200

利益剰余金 45,946,481 45,759,712

自己株式 △33,363 △33,169

株主資本合計 67,112,318 66,925,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,315 7,718

評価・換算差額等合計 5,315 7,718

少数株主持分 155,603 68,723

純資産合計 67,273,237 67,002,184

負債純資産合計 89,710,143 85,191,511
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,760,124 6,507,902

売上原価 2,464,718 3,033,418

売上総利益 3,295,405 3,474,484

販売費及び一般管理費 2,526,885 2,870,525

営業利益 768,520 603,958

営業外収益   

受取利息 103,897 110,146

受取配当金 218 281

有価証券売却益 － 150,000

その他 29,596 38,413

営業外収益合計 133,712 298,841

営業外費用   

支払利息 11,054 36,293

為替差損 － 26,531

退職給付会計基準変更時差異の処理額 35,392 －

営業外費用合計 46,446 62,825

経常利益 855,786 839,974

特別損失   

固定資産除却損 1,556 3,495

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,889

特別損失合計 1,556 27,385

税金等調整前四半期純利益 854,230 812,589

法人税、住民税及び事業税 482,567 407,887

法人税等調整額 △118,937 △208,195

法人税等合計 363,630 199,691

少数株主損益調整前四半期純利益 － 612,897

少数株主利益 770 86,879

四半期純利益 489,829 526,017
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 854,230 812,589

減価償却費 483,964 649,102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,889

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75,024 59,063

その他の引当金の増減額（△は減少） 390,994 465,666

受取利息及び受取配当金 △104,116 △110,427

有価証券売却損益（△は益） － △150,000

売上債権の増減額（△は増加） 1,638,816 1,002,175

たな卸資産の増減額（△は増加） △313,382 △85,559

その他の資産の増減額（△は増加） △168,183 △156,606

仕入債務の増減額（△は減少） 37,403 △73,112

その他の負債の増減額（△は減少） 26,091 36,432

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,278 116,274

その他 37,371 90,315

小計 2,926,936 2,679,802

利息及び配当金の受取額 100,419 71,521

利息の支払額 △11,665 △36,302

法人税等の支払額 △1,473,464 △1,190,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,542,226 1,524,301

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 4,000,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 － 150,000

投資有価証券の取得による支出 － △1,992,200

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,104,710 △339,277

有形固定資産の除却による支出 － △40,980

預り保証金の受入による収入 － 300

その他 △97,520 △83,650

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,797,768 △2,305,808

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 1,900,000 △1,503,226

長期借入れによる収入 － 1,354,839

長期借入金の返済による支出 △88,050 △88,548

自己株式の取得による支出 △280 △193

リース債務の返済による支出 △150,558 △256,156

配当金の支払額 △479,022 △321,206

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,182,088 △814,491

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △28,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,522,083 △1,624,368

現金及び現金同等物の期首残高 12,273,503 10,366,502

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,795,586 8,742,133
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（４）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（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。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
 
 
 
 
 
 (注) １．事業の区分は、種類、製造方法、販売市場等の類似性を考慮した製品系列別等によっております。 

（単位：千円）

電子機器事業 航空事業 合　計 消去又は全社 連　結

売上高

(1)外部顧客に
対する売上高

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,367,044 1,402,186 5,769,230 (9,106) 5,760,124

営業利益（又は営業損失） 845,476 (79,560) 765,915 2,604 768,520

(9,106) －

合　　 計

1,494 7,611 9,106

5,760,1244,365,549 1,394,574 5,760,124 －

２．各区分の主な製品又は事業内容 
(1) 電子機器事業・・・財務・税務関連コンピュータ、財務・税務関連ソフトウエア、パソコン向け 

経理ソフト、カスタムＬＳＩ 

(2) 航 空 事 業・・・国内定期旅客運送、航空写真撮影、航空機操縦訓練 

 

【セグメント情報】 

（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。 

１．報告セグメントの概要 

   当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

   当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成され、それぞれ異なる事業活動を独自に展開しております。 

   したがって、当社グループは、当社及び連結子会社各社をそれぞれセグメントとしてとらえ、コンピュータシス

テム事業、ＬＳＩ事業、定期航空運送事業及び航空機使用事業の４つを報告セグメントとしております。 

   各セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

   ・コンピュータシステム事業……財務・税務関連コンピュータ、財務・税務関連ソフトウエア、 

                  パソコン向け経理ソフト 

   ・ＬＳＩ事業………………………カスタムＬＳＩ 

   ・定期航空運送事業………………国内定期旅客運送 

   ・航空機使用事業…………………航空写真撮影、航空機操縦訓練 
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：千円） 
報告セグメント  

コンピュータ

システム事業 
ＬＳＩ事業

定期航空運

送事業 

航空機使用

事業 
合計 

調整額 

(注１) 

四半期連結 

損益計算書 

計上額(注２)

売上高        

外部顧客に対する 

売上高 
4,199,476 217,655 2,022,934 67,836 6,507,902 － 6,507,902

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,197 － － 7,074 10,272 △10,272 －

合計 4,202,674 217,655 2,022,934 74,911 6,518,175 △10,272 6,507,902

セグメント利益又は 

損失（△） 
661,254 △2,608 183,762 △2,434 839,974 0 839,974

 (注) １．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重

要な負ののれん発生益の認識はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（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。 
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４.（参考）四半期財務諸表（個別） 
（注）この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

(1) （参考）四半期貸借対照表（個別） 

(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 18,195,535 19,827,077

受取手形及び売掛金 3,092,450 3,856,915

商品及び製品 286,272 234,460

仕掛品 255,993 310,141

原材料及び貯蔵品 412,794 424,178

繰延税金資産 539,261 364,263

その他 343,752 170,085

貸倒引当金 △4,124 △5,098

流動資産合計 23,121,937 25,182,024

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,111,804 8,204,037

土地 11,543,401 11,543,401

リース資産（純額） 2,982 3,131

その他（純額） 966,435 1,019,443

有形固定資産合計 20,624,624 20,770,014

無形固定資産 233,535 223,057

投資その他の資産   

投資有価証券 24,961,322 22,969,386

関係会社株式 772,133 772,133

長期預金 2,500,000 2,500,000

繰延税金資産 2,070,992 2,045,230

その他 805,418 809,694

貸倒引当金 △4,211 △4,089

投資その他の資産合計 31,105,654 29,092,355

固定資産合計 51,963,814 50,085,427

資産合計 75,085,751 75,267,452

負債の部   

流動負債   

買掛金 208,072 266,149

リース債務 626 626

未払金 1,106,543 1,057,706

未払法人税等 371,000 1,124,000

前受収益 368,889 375,722

賞与引当金 884,297 513,303

製品保証引当金 42,823 42,823

その他 60,805 21,090

流動負債合計 3,043,057 3,401,420
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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) 

固定負債   

リース債務 2,609 2,765

退職給付引当金 5,060,209 5,001,450

役員退職慰労引当金 148,830 146,450

固定負債合計 5,211,648 5,150,665

負債合計 8,254,705 8,552,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,078,000 9,078,000

資本剰余金 12,121,200 12,121,200

利益剰余金 45,659,893 45,541,616

自己株式 △33,363 △33,169

株主資本合計 66,825,730 66,707,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,315 7,718

評価・換算差額等合計 5,315 7,718

純資産合計 66,831,046 66,715,365

負債純資産合計 75,085,751 75,267,452
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(2)（参考）【四半期損益計算書】（個別） 
【第１四半期累計期間】（参考）（個別） 

(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 4,159,582 4,202,674

売上原価 981,897 1,102,042

売上総利益 3,177,685 3,100,631

販売費及び一般管理費 2,330,696 2,691,942

営業利益 846,988 408,689

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,283 9,280

有価証券利息 98,833 101,147

有価証券売却益 － 150,000

受取賃貸料 12,488 12,472

その他 2,394 14,069

営業外収益合計 118,999 286,970

営業外費用   

為替差損 － 27,360

退職給付会計基準変更時差異の処理額 34,944 －

賃貸費用 7,890 7,672

営業外費用合計 42,835 35,032

経常利益 923,152 660,627

特別損失   

固定資産除却損 1,323 2,806

特別損失合計 1,323 2,806

税引前四半期純利益 921,829 657,820

法人税、住民税及び事業税 466,041 399,384

法人税等調整額 △107,495 △199,089

法人税等合計 358,545 200,295

四半期純利益 563,283 457,525
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５．補足情報 

販売実績 

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

販売高(千円)

ハードウエア 1,412,891

ソフトウエア 1,478,739

小計 2,891,631

319,334

850,123

138,387

4,199,476

199,073

18,581

217,655

2,022,934

67,836

6,507,902

区分

合計

製　品

商　　品

保　　守

Ｗｅｂサービス

総　　合　　計

コンピュータ
システム事業

ＬＳＩ事業

合計

定期航空運送事業

航空機使用事業

カスタムＬＳＩ

保　　守

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

     ２．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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