
  

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） 

  

  

（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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  （百万円未満切捨て）

（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  644  1.1  148  534.1  153  116.2  87  116.2

22年3月期第１四半期  637  △35.7  23  △87.2  71  △62.0  40  △61.0

  
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  23  99    -     -

22年3月期第１四半期  11  12  11  10

  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  4,771  3,812  78.6  1,034  34

22年3月期  4,824  3,943  80.5  1,070  37

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 3,751百万円 22年3月期 3,882百万円 

  
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 

22年3月期     -     -  0  00     -     -  60  00  60  00

23年3月期     -     - 

23年3月期（予想）  0  00     -     -  60  00  60  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）  1,497  9.1  263  27.6  274  5.3  153  6.2  42  34

通期  4,000  31.5  978  34.4  1,000  26.2  560  21.4  154  42



４．その他 （詳細は【添付資料】P.2「その他」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は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

 なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 3,757,000株 22年3月期 3,757,000株 

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 129,710株 22年3月期 129,710株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 3,627,290株 22年3月期１Ｑ 3,620,290株 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出関連企業を中心に業績回復の兆しが見られたものの、欧州市場におけ

る金融不安の影響等から先行き不透明な状況で推移致しました。 

 このような状況下で当社は、これまでの相次ぐ会計基準変更を機会としたシステム再構築ニーズに対し、積極的

に提案活動を行ってまいりました。この結果、売上高644百万円（前年同期比1.1％増）となりました。利益面にお

いては、不採算となっていた案件の収束及び外注費の削減をはじめとした開発作業の効率化やプロジェクト管理の

強化を図ったこと等から原価率が低下したため、営業利益148百万円（同534.1％増）、経常利益153百万円（同

116.2％増）、第１四半期純利益87百万円（同116.2％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は、法人税等や期末配当金の支払等があったことから、前事業年度末に比べ53百

万円減少し、4,771百万円となりました。負債につきましては、未払法人税等の支払があったものの、保守売上の

前受金の増加等により前事業年度末に比べ77百万円増加し、958百万円となりました。 

なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事業年度末に比べ131百万円減少 

し、3,812百万円となり、自己資本比率は78.6％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期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222百万円増加

し、1,236百万円（前事業年度末比22.0％増）となりました。 

（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440百万円（前年同期比13.5％増）となりました。これは、前年同期と比べ、法

人税等の支払額が増加したものの、税引前四半期純利益や売上債権の回収による収入が増加し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） 

  投資活動の結果使用した資金は31百万円（前年同期は28百万円の資金の収入）となりました。これは前年同期と

比較し、匿名組合出資金の払戻による収入がなくなり、販売用ソフトウェアのバージョンアップに関する無形固定

資産の取得等が増加し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） 

  財務活動の結果使用した資金は185百万円（前年同期比4.8％減）となりました。これは前年と比較し、期末配当

金の支払いが減少したことによるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 景気の不透明感が残りまだ予断を許さない状況にはありますが、企業の設備投資は増加基調にあり、システム投

資検討の再開が進んでいること等から、今後の受注増加を見込んでおります。そのため、平成22年５月７日に公表

しました業績予想に変更はありません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の 

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま 

す。 

なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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 3,787,135 3,564,211 

売掛金 337,938 667,271 

仕掛品 83,894 43,584 

その他 79,615 73,315 

流動資産合計 4,288,584 4,348,382 

固定資産   

有形固定資産 23,968 22,557 

無形固定資産   

ソフトウエア 176,107 171,044 

その他 1,547 1,547 

無形固定資産合計 177,654 172,591 

投資その他の資産 280,797 280,969 

固定資産合計 482,421 476,118 

資産合計 4,771,005 4,824,500 

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,365 123,002 

未払法人税等 69,963 189,685 

賞与引当金 42,600 48,000 

役員賞与引当金 15,000 19,500 

受注損失引当金 2,372 8,938 

その他 540,153 307,600 

流動負債合計 774,454 696,726 

固定負債   

退職給付引当金 74,563 72,024 

役員退職慰労引当金 109,600 111,921 

固定負債合計 184,163 183,945 

負債合計 958,618 880,672 



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 431,125 431,125 

資本剰余金 396,725 396,725 

利益剰余金 3,047,879 3,178,484 

自己株式 △120,643 △120,643 

株主資本合計 3,755,086 3,885,691 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,235 △3,150 

評価・換算差額等合計 △3,235 △3,150 

新株予約権 60,536 61,288 

純資産合計 3,812,386 3,943,828 

負債純資産合計 4,771,005 4,824,500 



（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 637,451 644,146 

売上原価 404,172 276,616 

売上総利益 233,279 367,530 

販売費及び一般管理費 209,831 218,838 

営業利益 23,447 148,691 

営業外収益   

受取利息 3,921 2,323 

匿名組合投資利益 41,084 － 

受取手数料 2,340 1,950 

その他 267 683 

営業外収益合計 47,613 4,956 

経常利益 71,061 153,648 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 752 

保険解約返戻金 － 506 

特別利益合計 － 1,258 

特別損失   

固定資産除売却損 71 43 

特別損失合計 71 43 

税引前四半期純利益 70,989 154,862 

法人税等 30,738 67,829 

四半期純利益 40,251 87,032 



（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 70,989 154,862 

減価償却費 27,988 25,104 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,051 △5,400 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,750 △4,500 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △2,320 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,759 2,538 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 19,087 △6,566 

受取利息及び受取配当金 △3,921 △2,323 

匿名組合投資損益（△は益） △41,084 － 

売上債権の増減額（△は増加） 241,686 329,332 

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,813 △40,196 

仕入債務の増減額（△は減少） △41,640 △19,561 

前受金の増減額（△は減少） 83,463 104,734 

その他 61,079 85,826 

小計 388,293 621,531 

利息及び配当金の受取額 323 1,172 

法人税等の支払額 △861 △182,610 

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,756 440,093 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,438 △5,008 

無形固定資産の取得による支出 △20,321 △26,575 

匿名組合出資金の払戻による収入 51,677 － 

その他 － 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,918 △31,581 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △195,000 △185,587 

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,000 △185,587 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,674 222,924 

現金及び現金同等物の期首残高 1,067,984 1,013,853 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,289,658 1,236,778 



 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  受注及び販売の状況 

 ①受注実績 

   当第１四半期累計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  （注）１．金額は販売価額によっております。 

     ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ３. パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま 

             す。 

         ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

 ②販売実績 

   当第１四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。   

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

  

４．補足情報

品目別 

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） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  596,944  176.8  657,540  118.8

 保守  209,683  95.8  433,226  123.8

 受託開発  30,286  111.3  9,816  319.5

 運用管理等  47,237  92.3  4,200  65.7

 合計  884,150  139.3  1,104,782  121.0

品目別 

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（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  396,470  97.2

 保守  177,588  116.2

 受託開発  21,430  88.8

 運用管理等  48,658  92.6

 合計  644,146  101.1
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