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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 8,259 9.1 606 61.3 614 56.9 344 58.1
22年3月期第3四半期 7,572 △28.1 375 △63.2 391 △62.9 218 △64.0

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3四半期 5,027.24 ―
22年3月期第3四半期 3,180.04 ―

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3四半期 9,904 8,813 89.0 128,497.14
22年3月期 9,941 8,631 86.8 125,832.85

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  8,813百万円 22年3月期  8,631百万円

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

22年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
23年3月期 ― 1,250.00 ―
23年3月期 
（予想）

1,250.00 2,500.00

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） 
（％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 11,500 10.0 770 16.0 770 11.7 450 15.1 6,560.63



(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 

（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】Ｐ．３「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） 23年3月期3Q 68,591株 22年3月期 68,591株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q ―株 22年3月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 68,591株 22年3月期3Q 68,591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 
業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「１．当四半期の業績等に関する定性的情報(３)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期におけるわが国経済は、アジアや資源国を中心とした海外景気の持ち直しや、エコカー

減税や家電エコポイントなどの経済政策効果が企業収益の改善を後押ししたものの、産業によってその

回復の度合いにはばらつきも見られました。また、80円台で推移する円高は企業の生産拠点の海外シフ

トを進める結果となり、国内での雇用機会の減少も懸念されております。さらに、今後は政策効果の剥

落による反動にも注意する必要があり、企業の経営環境の先行きはいまだ不透明な状況が続いておりま

す。 

顧客企業においては、企業体質の強化となるコスト抑制や業務効率化、さらに法改正などの制度対応

など必要な投資には一定規模の予算を見込んでいるものの、コストおよび品質に対する意識の高まりに

より、開発技術に加えこれらの要求が従来にも増して厳しくなってきております。 

当社は、要員の適正配置により稼働率の改善に努め、全社的なコスト削減と合わせて利益確保に注力

してまいりました。さらに、案件獲得に向けた部門間連携により、受注機会の確保につながるなど施策

が結果として表れてきております。 

  

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、8,259百万円(前年同期比＋9.1％)、営業利益は、606百万円(前年同期比＋61.3％)、経常

利益は、614百万円(前年同期比＋56.9％)、四半期純利益は、344百万円(前年同期比＋58.1％)となりま

した。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ37百万円減少し、9,904百万円(前事業年度末比△0.4％)となりま

した。 

流動資産の減少54百万円は、主に、前事業年度３月末検収案件の回収等に伴う売掛金の減少310百

万円、有価証券の増加499百万円、現金及び預金の減少243百万円、関係会社預け金の減少118百万円

によるものであります。 

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ220百万円減少し、1,090百万円(前事業年度末比△16.8％)となり

ました。これは主に賞与引当金および未払法人税の減少によるものであります。 

  

純資産合計は、前事業年度末に比べ182百万円増加し、8,813百万円(前事業年度末比＋2.1％)とな

りました。これは主に、四半期純利益の増加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

(1) 経営成績に関する定性的情報

(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

(資産)

(負債)

(純資産)
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営業活動によるキャッシュ・フローは、359百万円(前年同期比△27百万円)となりました。これは

主に、外注費の支払及び購入による支出等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・フローは、△558百万円(前年同期比△11百万円)となりました。これ

は主に、無形固定資産の取得による支出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・フローは、△163百万円(前年同期比△1百万円)となりました。これは

配当の支払によるものであります。 

  

これらの結果、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

362百万円減少し、5,784百万円となりました。 

  

当初の予定と異なる時期に納品・検収が行われることによって売上計上の時期が変動する可能性があり

ますが、現時点においては、平成22年４月23日に発表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

 当第１四半期会計期間から「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,950千円減少し、税引前四半期純利益は14,950千円

減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

②キャッシュ・フローの状況

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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12月31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 2,882,212 3,125,394

関係会社預け金 2,802,314 2,921,314

売掛金 1,624,378 1,935,207

有価証券 1,099,890 599,981

仕掛品 231,958 97,176

その他 438,521 454,488

流動資産合計 9,079,276 9,133,562

固定資産

有形固定資産 28,434 35,570

無形固定資産 143,257 101,546

投資その他の資産

前払年金費用 160,411 179,086

その他 492,749 492,032

投資その他の資産合計 653,161 671,119

固定資産合計 824,853 808,237

資産合計 9,904,130 9,941,799

負債の部

流動負債

買掛金 339,386 300,071

未払法人税等 － 102,055

賞与引当金 278,607 650,010

その他 402,352 183,673

流動負債合計 1,020,345 1,235,810

固定負債

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

その他 57,033 61,984

固定負債合計 70,037 74,988

負債合計 1,090,382 1,310,798

純資産の部

株主資本

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 7,493,945 7,320,599

株主資本合計 8,809,014 8,635,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,732 △4,667

評価・換算差額等合計 4,732 △4,667

純資産合計 8,813,747 8,631,000

負債純資産合計 9,904,130 9,941,799
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 7,572,999 8,259,362

売上原価 5,940,626 6,433,098

売上総利益 1,632,372 1,826,263

販売費及び一般管理費 1,256,480 1,219,991

営業利益 375,892 606,271

営業外収益

受取利息 19,085 12,340

その他 4,067 915

営業外収益合計 23,153 13,255

営業外費用

支払手数料 5,154 4,866

リース解約損 2,219 －

営業外費用合計 7,374 4,866

経常利益 391,671 614,661

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,000

特別損失合計 － 13,000

税引前四半期純利益 391,671 601,661

法人税、住民税及び事業税 40,117 92,798

法人税等調整額 133,431 164,039

法人税等合計 173,548 256,837

四半期純利益 218,122 344,823
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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４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 8,362,387 8,466,227

外注費の支払及び購入による支出 △2,405,743 △2,598,062

人件費の支出 △4,522,775 △4,682,433

その他の営業支出 △744,843 △598,399

小計 689,024 587,332

利息及び配当金の受取額 21,917 12,576

法人税等の支払額 △323,677 △239,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,264 359,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △699,665 △1,999,175

有価証券の売却による収入 200,000 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △7,473 △3,764

無形固定資産の取得による支出 △39,926 △55,896

敷金及び保証金の差入による支出 △150 △220,305

敷金及び保証金の回収による収入 383 220,524

関係会社貸付けによる支出 △1,500,000 －

貸付金の回収による収入 1,500,000 －

その他 40 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △546,792 △558,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △161,921 △163,419

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,921 △163,419

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △321,449 △362,126

現金及び現金同等物の期首残高 6,215,776 6,146,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,894,326 5,784,648
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該当事項はありません。  

  

 (追加情報) 

当第１四半期会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、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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 当第３四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

  

 当第３四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第３四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

(単位：千円)

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

品   目 生 産 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 8,198,818 9.6％ 

(2) 受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前年同四半期比 前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 8,162,164 △0.1％ 2,011,754 △5.4％ 

製 品 販 売 96,648 △37.5％ 82,748 △41.9％ 

合   計 8,258,812 △0.8％ 2,094,503 △7.7％ 

(3) 販売実績

品   目 販 売 高
前年同四半期比

シ ス テ ム 開 発 8,064,036 9.0％ 

製 品 販 売 195,325 10.7％ 

合   計 8,259,362 9.1％ 
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