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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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12月期第3四半期 5,890 8.6 109 24.6 119 38.9 122 △64.7

21年12月期第3四半期 5,424 ― 87 ― 85 ― 347 ―

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12月期第3四半期 4.71 ―

21年12月期第3四半期 13.35 ―

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12月期第3四半期 3,938 2,398 60.9 92.10
21年12月期 4,036 2,278 56.4 87.49

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  2,398百万円 21年12月期  2,278百万円

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  
 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 8,000 10.0 201 53.5 201 55.5 243 △37.0 9.36
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(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q  26,051,832株 21年12月期  26,051,832株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  13,536株 21年12月期  13,435株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  26,038,324株 21年12月期3Q  26,039,245株

※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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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 
 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（平成22年１月１日～平成22年９月30日）における我が国経済は、新興国の需要を背景

とした海外経済の改善や政府による緊急経済対策の効果などにより一部企業において収益改善の傾向がみられま

した。しかしながら、雇用情勢は改善されず依然として厳しい状況で推移しております。 

情報サービス産業におきましても、引き続き厳しい事業環境が続いております。 

このような状況の中、当社におきましては、“ Total Solution Provider For Innovation ”のコンセプトの

下、当期は中期経営計画の地盤固めを完了させて発展期への早期移行を果たすべく、業務基盤を見直して再整備

に着手するなど、健全な経営に取組んでおります。 

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は各サービス品目とも堅調に推移し

5,890百万円（前年同期比：8.6％増）となりました。さらに徹底したコスト削減に取り組み収益性の維持に努め

た結果、営業利益は109百万円（前年同期比：24.6％増）、経常利益は119百万円（前年同期比：38.9％増）、四

半期純利益は122百万円（前年同期比：64.7％減）となりました。 

各サービス品目別の業績は次のとおりであります。 

①アプリケーションソフトウェア開発 

アプリケーションソフトウェア開発は、主に官公庁、金融業および通信、流通、製造業などの業務分野向けソ

フトウェアの開発が中心であります。当第３四半期累計期間におきましては、新規ソリューションの開発に取組

むとともに新規顧客の受注などにより売上高は4,102百万円（前年同期比：7.6％増）となりました。 

②パッケージソフトウェア開発 

パッケージソフトウェア開発は、主に自治体を中心とする行政経営支援サービス（FAST）のソフトウェア開発

が中心であります。当第３四半期累計期間におきましては、FAST公会計支援、FAST資産管理支援および保守等の

堅調な推移により売上高は935百万円（前年同期比：0.9％減）となりました。 

③コンピュータ機器等販売 

コンピュータ機器等販売は、主に自治体および一般企業を取引先として、コンピュータ機器とその周辺機器や

ネットワーク製品を中心とした販売が中心であります。当第３四半期累計期間におきましては、ソフトウェア開

発に付随したサーバー機器等の販売等により売上高は852百万円（前年同期比：27.8％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

当第３四半期会計期間末において、総資産は3,938百万円となり、前事業年度末と比べ98百万円の減少となりま

した。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少したこと等により40百万円減少し、2,437百万円となりました。ま

た、固定資産は57百万円減少し、1,500百万円となりました。 

（負債及び純資産の部） 

負債は、支払手形及び買掛金、賞与引当金等が増加した一方で、前受金、短期借入金、長期借入金が減少したこ

と等により前事業年度末に比べ218百万円減少し1,540百万円となりました。 

また、純資産は、四半期純利益が発生したこと等により120百万円増加し2,398百万円となり、自己資本比率は

60.9％となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における現金及び現金同等物残高は945百万円となり、前事業年度末の885百万円より59百万円の

増加となりました。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） 

税引前四半期純利益130百万円、賞与引当金の増加額178百万円、売上債権の減少額193百万円、たな卸資産の減

少額131百万円、仕入債務の増加額96百万円等の増加要因があった一方で、未収入金の増加額226百万円、未払金の

減少額37百万円、前受金の減少額164百万円、預り金の減少額49百万円等の減少要因があったことにより、営業活

動によるキャッシュ・フローは277百万円の収入(前年同四半期は244百万円の収入)となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資有価証券の売却による収入2百万円、敷金及び保証金の回収による収入45百万円等があった一方で、有形固

定資産の取得による支出30百万円、無形固定資産の取得82百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは

76百万円の支出（前年同四半期は862百万円の収入）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の純減額50百万円、長期借入金の返済による支出90百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは141百万円の支出（前年同四半期は1百万円の支出）となりました。  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期の通期業績予想につきましては、平成22年２月15日に公表いたしました業績予想から変更ありま

せん。  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を採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、受注制作のソフ

トウェア開発のうち、第１四半期会計期間に着手した受注契約から当第３四半期会計期間末までの進捗部分につい

て成果の確実性の認められる受注契約については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の

受注契約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、売上高は234百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、52百万円増加しており

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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,045 885,530

受取手形及び売掛金 1,265,584 1,458,909

商品 13,628 15,034

仕掛品 183,470 313,133

その他 516,969 293,270

貸倒引当金 △486,920 △487,813

流動資産合計 2,437,778 2,478,064

固定資産   

有形固定資産 212,370 228,136

無形固定資産 276,357 278,970

投資その他の資産   

長期預金 600,000 600,000

その他 412,052 451,409

投資その他の資産合計 1,012,052 1,051,409

固定資産合計 1,500,781 1,558,517

資産合計 3,938,559 4,036,581

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 300,130 203,344

短期借入金 150,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000 120,000

未払金 217,000 256,126

未払法人税等 13,589 19,557

前受金 94,644 258,815

預り金 175,771 225,403

賞与引当金 232,807 54,007

受注損失引当金 － 16,474

その他の引当金 － 16,000

その他 35,204 50,410

流動負債合計 1,339,149 1,420,138

固定負債   

長期借入金 90,000 180,000

長期未払金 108,069 154,254

その他 3,118 4,120

固定負債合計 201,187 338,375

負債合計 1,540,336 1,758,513
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,302,591 1,302,591

資本剰余金 1,883,737 1,883,737

利益剰余金 △784,408 △907,095

自己株式 △3,659 △3,647

株主資本合計 2,398,261 2,275,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38 2,481

評価・換算差額等合計 △38 2,481

純資産合計 2,398,222 2,278,067

負債純資産合計 3,938,559 4,036,581
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,424,586 5,890,618

売上原価 4,286,378 4,772,873

売上総利益 1,138,207 1,117,744

販売費及び一般管理費 1,050,216 1,008,084

営業利益 87,990 109,660

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,931 8,904

債務勘定整理益 410 －

その他 2,523 7,099

営業外収益合計 6,866 16,004

営業外費用   

支払利息 3,761 5,768

その他 5,134 486

営業外費用合計 8,896 6,254

経常利益 85,960 119,410

特別利益   

固定資産売却益 － 30

投資有価証券売却益 － 1,080

貸倒引当金戻入額 149,859 1,049

事務所閉鎖損失引当金戻入額 － 8,515

受注損失引当金戻入額 87,650 －

関係会社清算益 26,719 －

その他 4,800 －

特別利益合計 269,028 10,675

税引前四半期純利益 354,989 130,085

法人税、住民税及び事業税 7,351 7,398

法人税等合計 7,351 7,398

四半期純利益 347,638 122,687
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,903,671 2,008,194

売上原価 1,522,155 1,603,845

売上総利益 381,516 404,348

販売費及び一般管理費 332,152 332,112

営業利益 49,363 72,236

営業外収益   

受取利息及び配当金 75 597

その他 1,366 1,573

営業外収益合計 1,441 2,170

営業外費用   

支払利息 1,115 1,691

その他 92 198

営業外費用合計 1,207 1,889

経常利益 49,597 72,517

特別利益   

貸倒引当金戻入額 98,285 －

関係会社清算益 26,719 －

その他 4,800 －

特別利益合計 129,805 －

税引前四半期純利益 179,402 72,517

法人税、住民税及び事業税 2,450 2,457

法人税等合計 2,450 2,457

四半期純利益 176,951 70,060
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９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 354,989 130,085

減価償却費 116,733 131,666

賞与引当金の増減額（△は減少） 156,403 178,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95,736 △892

受注損失引当金の増減額（△は減少） △129,981 △16,474

リース解約損失引当金の増減額（△は減少） △72,277 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △6,856 △16,000

受取利息及び受取配当金 △3,931 △8,904

支払利息 3,761 5,768

有形固定資産売却損益（△は益） － △30

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,080

売上債権の増減額（△は増加） 89,185 193,324

未収入金の増減額（△は増加） － △226,664

たな卸資産の増減額（△は増加） 343,376 131,068

仕入債務の増減額（△は減少） △74,176 96,786

未払金の増減額（△は減少） △194,406 △37,911

前受金の増減額（△は減少） △238,981 △164,170

預り金の増減額（△は減少） － △49,631

その他 10,064 △55,582

小計 258,166 290,158

利息及び配当金の受取額 3,908 8,400

利息の支払額 △3,761 △5,768

法人税等の支払額 △13,482 △15,111

営業活動によるキャッシュ・フロー 244,830 277,679

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △51,810 △30,451

有形固定資産の売却による収入 － 100

無形固定資産の取得による支出 △90,651 △82,905

投資有価証券の取得による支出 △4,736 △9,290

投資有価証券の売却による収入 － 2,400

敷金及び保証金の差入による支出 △3,369 △2,149

敷金及び保証金の回収による収入 12,547 45,954

その他 60 △594

投資活動によるキャッシュ・フロー 862,039 △76,937
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △50,000

長期借入金の返済による支出 － △90,000

配当金の支払額 △1,523 △1,214

その他 △191 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,714 △141,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,105,155 59,515

現金及び現金同等物の期首残高 611,382 885,530

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,716,537 945,045

-9-



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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