
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

※22年3月期の期末配当金の内訳（普通配当金260円、設立10周年記念配当金100円）  
  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

      

平成23年3月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年8月12日

上場会社名 ウルシステムズ株式会社 上場取引所  JQ 

コード番号 3798 ＵＲＬ  http://www.ulsystems.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）漆原 茂 

問合せ先責任者  （役職名） 
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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）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  274  －  △49  －  △47  －  △27  －

22年3月期第１四半期  293  －  △26  －  △25  －  △9  －

  
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  △478  52  －  －

22年3月期第１四半期  △175  23  －  －

  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  2,476  2,261  91.1  39,382  75

22年3月期  2,407  2,238  92.6  38,943  62

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 2,255百万円 22年3月期 2,230百万円

  
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  －  －  0 00 － － 360 00  360  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  0 00 － － 330 00  330  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）  640  －  △13  －  △13  －  △7  －  △122  22

通期  1,770  10.5  170  30.7  170  24.0  94  28.0  1,641  26



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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       － 社 、除外  －   社   

（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：有 

（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連結財務諸表作

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） 

  
  

※  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 

1.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。 

なお、上記予想に関する事項は、[添付資料]P３「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。  

2.上記１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（1)連結経営成績（累計）の各数値のうち前四半期については連結財

務諸表を作成していないため、前四半期の各数値は提出会社の数値を記載しており、また前々四半期については連結

財務諸表を作成しているため、前四半期及び当四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

3.上記３．平成23年3月期の連結業績予想における第2四半期連結累計期間の各数値の対前年同四半期増減率について

は、平成22年3月期第2四半期累計期間において連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 59,552株 22年3月期 59,552株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 2,279株 22年3月期 2,279株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 57,273株 22年3月期１Ｑ 57,015株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の下げ止まり等回復の兆しが見

えるものの、緩やかなデフレ状況の継続、個人消費の低迷、失業率の高水準継続等、自律性が弱く厳しい経営環境が

継続しております。当社の属する情報サービス業界でも、積極的な投資を実施するような顧客層も散見されるような

状況になってきましたが、全体的には前述の経営環境の影響から顧客企業のIT投資の低迷は続いております。 

このような経営環境の下で、当第1四半期連結累計期間の当社の経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項をセグメントごとに記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、公共系等を中心とする既存顧客からのリピートオーダーの拡大により、当

第1四半期連結累計期間の当該事業の受注高は713,277千円（受注残高571,606千円）と高水準となったものの、

売上高計上は次四半期以降の予定のため、当該事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は196,111千円となりま

した。 

  

②ソフトウェア事業については、主力製品である流通BMS（ビジネスメッセージ標準）市場向けのUMLaut/J-XML

（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）関連事業が、ライセンス保守収益の順調な積み上げに加え、前連結会

計年度で受注したソリューション案件を当四半期に無事納品・検収できたことから、当該事業の当第1四半期連

結累計期間の売上高は78,141千円となりました。 

  

③損益面については、コンサルティング事業及びソフトウェア事業とも堅調に売上計上でき、また経費削減努力

も継続しているものの、当第1四半期連結累計期間に売上計上したソフトウェア事業の案件の収益性が低く売上

規模ほどの利益への貢献がなかったため、営業損失は49,151千円、経常損失は47,550千円及び四半期純損失は

27,405千円という結果となりました。   

  

（２）連結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  

総資産は、主に外注利用の拡大による未払金の増加や保有投資有価証券の評価額増加による評価換算差額（貸方）の

増加により前連結会計年度末比68,812千円増加の2,476,616千円となりました。また、負債（流動負債）について

も、主に外注利用の拡大による未払金の増加により、前連結会計年度比33,844千円増加の203,312千円となりまし

た。純資産は、主に四半期純損失（27,405千円）の計上はあったものの、保有投資有価証券の評価額増加による評価

換算差額（貸方）の増加により前連結会計年度末比23,579千円増加の2,261,916千円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比93,855千円増加の1,160,595千円と

なりました。 

  

  当第1四半期連結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） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失の計上（52,432千円）はあったものの、

前連結会計年度末の売掛金の回収等により、117,121千円の純収入となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に資本提携先の株式取得により7,568千円の純支出となりまし

た。 

  

（財務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・フローについては、配当金の支払いにより15,698千円の純支出となりました。  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

売上高 千円 274,252

営業損失 千円 49,151

経常損失 千円 47,550

四半期純損失 千円 27,405
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績はほぼ計画通りとなっており、また受注高については想定よりも高水準で推移し

ておりますが、当社の業績は第2四半期及び第４四半期に偏重する傾向があることから、現時点では平成22年5月14

日に公表しました業績予想に変更ありません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

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 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第１四半期連結会計期間より、「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、営業損失及び経常損失はそれぞれ135千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は

5,016千円増加しております。 

  

（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。 

  

  

２．その他の情報
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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 1,160,595 1,066,740

売掛金 192,393 393,753

有価証券 496,699 498,763

仕掛品 89,048 16,688

その他 112,636 95,474

流動資産合計 2,051,373 2,071,420

固定資産   

有形固定資産 17,206 17,458

無形固定資産 4,194 4,606

投資その他の資産   

投資有価証券 304,808 171,455

その他 99,032 142,863

投資その他の資産合計 403,841 314,319

固定資産合計 425,242 336,383

資産合計 2,476,616 2,407,804

負債の部   

流動負債   

未払金 72,820 16,271

未払費用 33,229 47,233

賞与引当金 38,512 60,648

品質保証引当金 － 566

受注損失引当金 2,788 5,406

未払法人税等 2,282 9,710

その他 53,678 29,630

流動負債合計 203,312 169,467

固定負債   

繰延税金負債 11,388 －

固定負債合計 11,388 －

負債合計 214,700 169,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,285 814,285

資本剰余金 1,154,664 1,154,664

利益剰余金 326,424 374,448

自己株式 △59,965 △59,965

株主資本合計 2,235,408 2,283,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,159 △53,014

評価・換算差額等合計 20,159 △53,014

新株予約権 50 50

少数株主持分 6,298 7,868

純資産合計 2,261,916 2,238,336

負債純資産合計 2,476,616 2,407,804
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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）

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 274,252

売上原価 215,965

売上総利益 58,286

販売費及び一般管理費 107,438

営業損失（△） △49,151

営業外収益  

有価証券利息 1,352

受取配当金 428

その他 4

営業外収益合計 1,784

営業外費用  

雑損失 183

営業外費用合計 183

経常損失（△） △47,550

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

特別損失合計 4,881

税金等調整前四半期純損失（△） △52,432

法人税等 △23,455

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △28,976

少数株主損失（△） △1,570

四半期純損失（△） △27,405
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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）

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損失（△） △52,432

減価償却費 2,174

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

受取利息及び受取配当金 △1,780

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,135

品質保証引当金の増減額（△は減少） △566

受注損失引当金の増減額（△は減少） △2,618

売上債権の増減額（△は増加） 201,359

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,360

その他の資産の増減額（△は増加） 7,048

未払金の増減額（△は減少） 56,045

未払費用の増減額（△は減少） △14,004

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△4,763

その他の負債の増減額（△は減少） 19,127

小計 119,977

利息及び配当金の受取額 428

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,121

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 300,000

有価証券の取得による支出 △296,583

有形固定資産の取得による支出 △1,008

投資有価証券の取得による支出 △9,976

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,568

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △15,698

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93,855

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,740

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,160,595
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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
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（参考）四半期財務諸表 
（１）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) 

売上高 293,744

売上原価 201,570

売上総利益 92,173

販売費及び一般管理費 118,625

営業損失（△） △26,451

営業外収益  

受取利息 1

有価証券利息 1,164

受取配当金 428

その他 0

営業外収益合計 1,594

営業外費用  

株式交付費 24

自己株式取得費用 611

営業外費用合計 635

経常損失（△） △25,493

特別利益  

新株予約権戻入益 7,647

特別利益合計 7,647

税引前四半期純損失（△） △17,845

法人税等 △7,854

四半期純損失（△） △9,990
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（２）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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △17,845

減価償却費 2,698

新株予約権戻入益 △7,647

受取利息及び受取配当金 △429

賞与引当金の増減額（△は減少） △304

品質保証引当金の増減額（△は減少） △1,630

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,427

売上債権の増減額（△は増加） 354,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,302

その他の資産の増減額（△は増加） △1,841

未払金の増減額（△は減少） 283

未払費用の増減額（△は減少） 7,004

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,598

その他の負債の増減額（△は減少） 12,833

小計 280,365

利息及び配当金の受取額 429

法人税等の支払額 △1,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,620

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 △257

無形固定資産の取得による支出 △1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,531

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 8,000

自己株式の取得による支出 △8,946

配当金の支払額 △1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,214,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,489,859
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