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

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年12月期第3四半期 8,498 4.0 △140 ― 16 △75.0 △13 ―
21年12月期第3四半期 8,174 ― △14 ― 67 ― 10 ―

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 △3.15 ―
21年12月期第3四半期 2.45 ―

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 7,131 4,760 66.8 1,140.02
21年12月期 7,073 4,872 68.9 1,166.89

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  4,760百万円 21年12月期  4,872百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
22年12月期 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
30.00 30.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（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 11,545 7.5 204 123.5 260 15.8 91 4.9 21.79



(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  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 

（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 
 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）２ページ「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 4,521,000株 21年12月期  4,521,000株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  345,206株 21年12月期  345,206株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  4,175,794株 21年12月期3Q 4,175,807株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第３四半期におけるわが国経済は、急激な円高の進行により輸出企業を中心に業績の先行き懸念が高まり、景気

の不透明感が増すこととなりました。 

 情報サービス産業におきましても、顧客の情報化投資は、本格的な回復基調には至らず依然として厳しい環境が続

いております。 

 このような環境下、当企業集団は受注の獲得に努めてまいりました。結果、機器販売等も寄与し、売上高に関しま

しては前年同期を上回ることとなりました。 

 しかしながら、依然稼働率向上の余地は大きく、受注単価も弱含んだこともあり、利益面におきましては厳しい結

果となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高84億98百万円（前年同期比4.0％増）、営業損失１億40

百万円（前年同期比－％減）、経常利益16百万円（前年同期比75.0％減）、当期純損失13百万円（前年同期比－％

減）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   

 資産は、71億31百万円と前連結会計年度末より58百万円増加いたしました。これは主として有価証券および繰延

税金資産等の増加によるものであります。 

 負債は、23億71百万円と前連結会計年度末より１億70百万円増加いたしました。これは主として賞与引当金の増

加によるものであります。 

 純資産は、47億60百万円と前連結会計年度末より１億12百万円減少いたしました。これは主として利益剰余金の

減少によるものであります。 

 なお、自己資本比率は 66.8％と 2.1 ポイント低下いたしました。  

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  

当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16百万円の減少となり、前連結

会計年度末（平成21年12月31日）の資金残高22億30百万円を受け、当第３四半期末の資金残高は22億13百万円とな

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、資金は５億93百万円の増加となりました。この増加は主として賞与引当金の増加３億49百万

円、売上債権の減少３億50百万円、たな卸資産の減少３億48百万円等の資金の増加要因が、法人税等の支払額86

百万円、仕入債務の減少１億48百万円、長期未払金の減少１億22百万円等の資金の減少要因を大きく上回った事

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、資金は５億６百万円の減少となりました。この減少は主として投資有価証券の取得による支

出３億94百万円、関係会社株式の取得による支出80百万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、資金は１億４百万円の減少となりました。この減少は配当金の支払によるものであります。

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

 今後のわが国経済は、更なる円高進行への懸念などにより、景気の本格回復は難しく引続き厳しい状況が続くも

のと思われます。とりわけ当企業集団の属する情報サービス産業においては、依然低迷期を脱しておらず、当面は

このような状況が続くものと予想されます。 

 このような中、第４四半期の業績についても厳しい状況でありますが、現時点においては不確定要素が多く、通

期の連結業績予想に関しましては、期初に発表いたしました予想数値を修正しておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法  

 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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 

① 「工事契約に関する会計基準」等の適用 

 受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「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）を適用し、

当第１四半期連結会計期間開始日以降に着手した契約から、制作進捗部分について成果の確実性が認められる

契約については工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）をその他の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、308,749千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ28,054千円増加しております。  

  

② 表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

 前第３四半期連結累計期間まで特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰労金」（前

第３四半期連結累計期間645千円）は、特別損失の総額の100分の20以上となったため、当第３四半期連結累計

期間より区分掲記することに致しました。  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年９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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,222,963 2,238,927

受取手形及び売掛金 1,602,700 1,809,749

有価証券 301,000 －

商品 5,869 7,790

仕掛品 379,467 726,475

前払費用 110,600 84,542

繰延税金資産 344,757 194,826

その他 59,051 26,666

貸倒引当金 △1,728 △2,015

流動資産合計 5,024,681 5,086,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 283,274 283,974

減価償却累計額 △166,588 △160,591

建物及び構築物（純額） 116,685 123,382

土地 248,084 248,084

その他 94,126 86,069

減価償却累計額及び減損損失累計額 △63,782 △52,975

その他（純額） 30,343 33,093

有形固定資産合計 395,114 404,560

無形固定資産   

その他 108,315 107,748

無形固定資産合計 108,315 107,748

投資その他の資産   

投資有価証券 1,106,541 997,876

関係会社株式 80,000 －

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 2,774 1,713

差入保証金 146,975 164,331

会員権 7,066 7,066

繰延税金資産 117,611 169,736

その他 23,214 15,738

貸倒引当金 △53 △1,501

投資その他の資産合計 1,603,426 1,474,257

固定資産合計 2,106,856 1,986,566

資産合計 7,131,537 7,073,529
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 504,936 653,892

短期借入金 70,000 70,000

未払金 330,570 428,973

未払費用 83,961 40,285

未払法人税等 96,960 68,524

未払消費税等 84,037 27,815

賞与引当金 612,463 262,604

受注損失引当金 20,475 14,452

その他 244,254 182,841

流動負債合計 2,047,659 1,749,388

固定負債   

長期未払金 19,415 141,516

退職給付引当金 － 24,039

役員退職慰労引当金 303,989 285,909

固定負債合計 323,404 451,465

負債合計 2,371,063 2,200,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金 1,970,600 1,970,600

利益剰余金 1,641,383 1,758,951

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,748,054 4,865,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,419 7,052

評価・換算差額等合計 12,419 7,052

純資産合計 4,760,474 4,872,675

負債純資産合計 7,131,537 7,073,529
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 8,174,331 8,498,789

売上原価 7,017,640 7,493,080

売上総利益 1,156,691 1,005,709

販売費及び一般管理費 1,171,597 1,145,927

営業損失（△） △14,906 △140,217

営業外収益   

受取利息 16,021 14,044

受取配当金 3,321 1,726

助成金収入 51,924 114,265

その他 13,359 28,210

営業外収益合計 84,626 158,247

営業外費用   

支払利息 814 794

リース解約損 963 －

その他 540 402

営業外費用合計 2,318 1,196

経常利益 67,402 16,833

特別利益   

貸倒引当金戻入額 638 1,076

特別利益合計 638 1,076

特別損失   

固定資産除却損 3,849 415

役員退職慰労金 － 200

賃貸借契約解約損 1,452 －

その他 645 －

特別損失合計 5,947 615

税金等調整前四半期純利益 62,093 17,294

法人税、住民税及び事業税 11,784 127,457

法人税等調整額 40,067 △96,989

法人税等合計 51,851 30,467

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,241 △13,173
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 2,652,660 2,912,725

売上原価 2,328,270 2,677,304

売上総利益 324,389 235,420

販売費及び一般管理費 387,240 356,831

営業損失（△） △62,850 △121,410

営業外収益   

受取利息 5,119 5,110

受取配当金 362 9

助成金収入 24,813 37,728

その他 5,668 2,259

営業外収益合計 35,964 45,106

営業外費用   

支払利息 275 267

リース解約損 963 －

その他 121 402

営業外費用合計 1,360 669

経常損失（△） △28,245 △76,973

特別利益   

貸倒引当金戻入額 30 －

特別利益合計 30 －

特別損失   

固定資産除却損 1,917 －

特別損失合計 1,917 －

税金等調整前四半期純損失（△） △30,132 △76,973

法人税、住民税及び事業税 △413 118,130

法人税等調整額 △797 △144,825

法人税等合計 △1,210 △26,694

四半期純損失（△） △28,921 △50,278
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 62,093 17,294

減価償却費 49,903 50,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） △638 △1,735

賞与引当金の増減額（△は減少） 358,026 349,859

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,433 6,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,263 △24,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,640 18,080

受取利息及び受取配当金 △19,342 △15,771

助成金収入 △51,924 △114,265

受取保険金 － △6,500

支払利息 814 794

雑収入 － △12,400

固定資産除却損 3,849 415

売上債権の増減額（△は増加） 499,765 350,266

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,956 348,929

仕入債務の増減額（△は減少） △126,185 △148,955

未払金の増減額（△は減少） △98,984 △98,440

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,068 56,221

長期未払金の増減額（△は減少） △110,975 △122,101

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,611 △33,995

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44,201 △53,891

その他 － 1,501

小計 414,978 568,270

利息及び配当金の受取額 17,121 12,435

利息の支払額 △760 △755

法人税等の還付額 162,761 －

助成金の受取額 36,220 94,242

保険金の受取額 － 6,500

法人税等の支払額 △9,808 △86,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,513 593,961
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（単位：千円）

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

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,520 △3,478

定期預金の払戻による収入 2,603 2,563

有形固定資産の取得による支出 △16,674 △15,284

無形固定資産の取得による支出 △54,183 △22,679

投資有価証券の取得による支出 △100,464 △394,830

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △504 △2,900

敷金及び保証金の回収による収入 36,764 20,256

会員権の取得による支出 △7,404 －

関係会社株式の取得による支出 － △80,000

長期前払費用の取得による支出 △1,120 △2,499

その他 596 △7,977

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,091 △506,830

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △19 －

配当金の支払額 △132,632 △104,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,651 △104,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 543,952 △16,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,898,610 2,230,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,442,563 2,213,606
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

 情報サービス事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

   

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

 情報サービス事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

   

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

 在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

 在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

   

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

  

  

 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）セグメント情報

（６）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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