
  

１．平成22年９月期第３四半期の業績（平成21年10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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

        平成22年８月９日
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コード番号 3712 ＵＲＬ  http://www.jyohokikaku.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）松岡  仁史 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役 （氏名）橋本  政幸 （ＴＥＬ） （06）6265-8530 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （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 ％ 

22年９月期第３四半期  1,292  18.8  95  62.9  104  454.2  53  －

21年９月期第３四半期  1,087  －  58  －  18  －  △89  －

  
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３四半期  1,312  71  －      

21年９月期第３四半期  △2,209  02  －      

  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３四半期  2,814  2,100  74.6  51,867  96

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３四半期 2,100百万円 21年９月期 2,147百万円 

  
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 

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

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  2,000  21.2  410  139.3  410  206.4  220  －  5,432  10



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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 

（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 

（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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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） 22年９月期３Ｑ 40,900株 21年９月期 40,900株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 400株 21年９月期 400株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 40,500株 21年９月期３Ｑ 40,500株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①当第３四半期累計期間の経営成績 

 当第３四半期累計期間(平成21年10月１日～平成22年６月30日の９ヶ月間)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、自立的回復への基盤が整いつつある状況でしたが、ギリシャが財政危機の発覚から５月に

は欧州中央銀行やＩＭＦの支援を受けることとなり、世界的な株価下落が生じました。我が国でも急激な株価下落

から金融市場は不安定な状況が続き、雇用情勢も厳しさが残っておりますが、一方では輸出の緩やかな回復や生産

の持ち直しから企業収益は改善し、個人消費も持ち直しております。 

 金融業界におきましては、企業倒産の減少などから、中間決算時点で約７割の銀行が経常増益または黒字を達成

するなど著しい回復が見られますが、銀行貸出残高は８ヶ月連続で前年同月比減少するなど、本格的な回復には至

っておりません。しかしながら、当社の主要販売先である金融機関は業績の改善を受け、設備投資意欲は回復しつ

つある状況です。 

 当第３四半期累計期間の売上高につきましては、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」、バージョンアップした「決算書リーディングシステム」の他、「貸倒実績率算定システム」、「債権償

却・引当金管理システム」は前年同期を上回りました。損益につきましては、研究開発費の増加はあったものの、

増収と、前期に実施した複合金融商品評価損や投資有価証券の減損処理を行わなかったことにより、増益となりま

した。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,292,182千円（前年同期比18.8％増）、営業利益は95,049千円

（同62.9％増）、経常利益は104,350千円（同454.2％増）、四半期純利益は53,164千円(前年同期は89,465千円の

四半期純損失)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」 

 昨年にバージョンアップして売上高を伸ばした「契約書作成支援システム」は、当期はその反動から前年同期比

減となりましたが、「担保不動産評価管理システム」や「自己査定支援システム」、バージョンアップした「決算

書リーディングシステム」の他「貸倒実績率算定システム」、「債権償却・引当金管理システム」は前年同期を上

回る売上高をあげました。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売上高を計上したほか、新規導入の「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704,886千円（前年同期比30.9％増）、売上高構成比は54.6％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」の新規売上高があったため、担保代行入力の増収があったほか、これまで伸び

続けてきたシステム販売から発生するメンテナンス売上高も前年同期比増収となり、システムサポート事業の売上

高は587,295千円（前年同期比7.0％増）、売上高構成比は45.4％となりました。  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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68,476千円減少し2,104,608千円

となりました。これは主に現金及び預金が前期末の売上債権の回収等により増加した一方、売掛金、たな卸資産、

未収還付法人税等がそれぞれ減少したことによります。  

 固定資産は前事業年度末より20,437千円増加し709,657千円となりました。これは主に繰延税金資産の増加及び

投資有価証券の減少によるものであります。この結果、資産合計は前事業年度末より48,039千円減少し2,814,265

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1,514千円減少し713,613千円となりました。これは主に未払金、未払法

人税等の増加及び買掛金の減少によるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末より46,524千円減少し、2,100,652千円となりました。これは主にその他

利益剰余金及びその他有価証券評価差額金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
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

392,321千円増加し、1,917,243千円となりました。 

 当第３四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464,761千円（前年同期比11.9％増）となりました。これは主に税引前四半期純

利益103,489千円の計上、売上債権の減少278,577千円、たな卸資産の減少49,204千円、法人税等の還付額68,745千

円等により資金が増加した一方、仕入債務の減少122,268千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6,710千円（前年同期比94.7％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8,175千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79,151千円（前年同期比43.4％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。   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 欧州経済の財政不安から株式市場は低迷し、回復には時間を要すると見られます。金融市場に比較して実体経済

では生産面では回復基調にあり、個人消費も持ち直していますが、雇用状況は当面厳しさが続くと考えられ、全体

としては回復途上と見られます。金融機関につきましては、株式市場の低迷から投資意欲の本格回復にはまだ時間

がかかると考えられます。 

 このような状況の中、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を喚起すべく顧客のニーズに

対応したシステム開発を行い、セミナーや販売に注力するほか、「リアルタイム連結システム」の一般事業法人向

け販売にも注力してまいりたいと考えております。 

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。  

（１）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。 

（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  

（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３四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。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上高は10,968千円増加し、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益は

それぞれ7,593千円増加しております。 

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３四半期会計期間末 
(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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,917,243 1,524,922

売掛金 144,998 423,575

仕掛品 18,993 68,198

繰延税金資産 2,721 －

未収収益 9,128 11,776

未収消費税等 － 23,637

未収還付法人税等 － 109,787

その他 11,755 11,698

貸倒引当金 △232 △511

流動資産合計 2,104,608 2,173,084

固定資産   

有形固定資産 87,710 94,566

無形固定資産   

ソフトウエア 14,293 20,830

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 15,409 21,946

投資その他の資産   

投資有価証券 403,988 430,600

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 97,042 36,600

会員権 38,440 38,440

投資その他の資産合計 606,537 572,707

固定資産合計 709,657 689,220

資産合計 2,814,265 2,862,305
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,620 164,888

未払金 134,102 94,701

未払消費税等 13,820 －

未払法人税等 78,988 －

繰延税金負債 － 7,369

前受収益 250,832 241,119

賞与引当金 17,118 42,184

製品保証引当金 987 6,239

その他 12,913 8,000

流動負債合計 551,383 564,504

固定負債   

役員退職慰労引当金 162,229 150,623

固定負債合計 162,229 150,623

負債合計 713,613 715,128

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 20,138 43,007

繰越利益剰余金 1,551,096 1,556,062

利益剰余金合計 1,573,050 1,600,886

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,209,359 2,237,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108,707 △90,017

評価・換算差額等合計 △108,707 △90,017

純資産合計 2,100,652 2,147,177

負債純資産合計 2,814,265 2,862,305
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,087,323 1,292,182

売上原価 608,474 690,213

売上総利益 478,849 601,969

販売費及び一般管理費 420,516 506,919

営業利益 58,332 95,049

営業外収益   

受取利息 1,712 1,163

受取配当金 198 198

有価証券利息 7,029 4,241

法人税等還付加算金 － 3,207

その他 81 490

営業外収益合計 9,022 9,301

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 18,829 104,350

特別利益   

貸倒引当金戻入額 755 278

特別利益合計 755 278

特別損失   

固定資産除売却損 88 1,139

投資有価証券評価損 52,086 －

特別損失合計 52,175 1,139

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △32,590 103,489

法人税、住民税及び事業税 12,890 121,110

法人税等調整額 43,983 △70,785

法人税等合計 56,874 50,325

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89,465 53,164
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 261,235 275,688

売上原価 139,928 141,344

売上総利益 121,307 134,344

販売費及び一般管理費 152,744 184,526

営業損失（△） △31,436 △50,182

営業外収益   

受取利息 534 394

受取配当金 99 99

有価証券利息 1,490 1,399

その他 1 9

営業外収益合計 2,125 1,902

経常損失（△） △29,311 △48,279

特別利益   

貸倒引当金戻入額 89 205

特別利益合計 89 205

特別損失   

固定資産除売却損 32 －

特別損失合計 32 －

税引前四半期純損失（△） △29,254 △48,073

法人税、住民税及び事業税 △9,758 △5,297

法人税等調整額 △124 △11,936

法人税等合計 △9,883 △17,234

四半期純損失（△） △19,370 △30,839
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10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又は税引前四半期純損失
（△）

△32,590 103,489

減価償却費 19,684 13,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） △755 △278

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,096 △25,066

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,324 △5,252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,264 11,606

受取利息及び受取配当金 △8,940 △5,603

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） 88 1,139

売上債権の増減額（△は増加） 755,081 278,577

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,881 49,204

未収消費税等の増減額（△は増加） △16,277 23,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） 547 3,402

仕入債務の増減額（△は減少） △38,159 △122,268

未払金の増減額（△は減少） 25,486 37,552

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,278 13,820

前受収益の増減額（△は減少） △7,167 9,713

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,393 3,832

小計 793,451 391,222

利息及び配当金の受取額 10,577 4,793

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △388,788 68,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,240 464,761

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 △576 △1,753

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 △9,218 △2,206

投資有価証券の売却及び償還による収入 108,419 8,175

その他 △78 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 127,301 6,710

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △139,821 △79,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,821 △79,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402,720 392,321

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 1,535,679 1,917,243
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

（１）生産、受注及び販売の状況 

   ①生産実績  

当第３四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３四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３四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３四半期累計期間及び当第３四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、以下のとおりであります。 

前第３四半期累計期間の日本電気㈱及び当第３四半期累計期間の㈱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

４．補足情報

事業部門別 
当第３四半期累計期間

   （自 平成21年10月１日 
    至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション(千円)  704,886  130.9

システムサポート(千円)  587,295  107.0

合計(千円)  1,292,182  118.8

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  762,965  148.9  280,308  310.4

システムサポート  596,178  104.7  11,057  51.6

合計  1,359,143  125.6  291,365  260.8

事業部門別 
当第３四半期累計期間

   （自 平成21年10月１日 
    至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

システムインテグレーション(千円)  704,886  130.9

システムサポート(千円)  587,295  107.0

合計(千円)  1,292,182  118.8

 相手先 

前第３四半期累計期間
（自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日）   

当第３四半期累計期間
（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日）   

販売高（千円）  割合（％）   販売高（千円）    割合（％）  

日本電気㈱  －  －  250,187  19.4

㈱しんきん情報サービス  159,662  14.7  －  －
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