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

23年3月期第3四半期 22,666 △4.6 1,563 0.6 1,609 16.0 861 9.0
22年3月期第3四半期 23,754 △6.5 1,554 △3.9 1,387 △6.0 790 △5.6

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 73.03 ―
22年3月期第3四半期 67.01 ―

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 29,283 17,606 59.8 1,485.24
22年3月期 29,929 17,060 56.7 1,438.40

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  17,525百万円 22年3月期  16,972百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
23年3月期 ― 12.50 ―
23年3月期 

（予想）
12.50 25.00

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） 
（％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 33,000 2.5 2,400 7.6 2,450 21.3 1,350 17.6 114.40



(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  無  
（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 
本資料に記載されている業績見通し等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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 11,800,000株 22年3月期  11,800,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  347株 22年3月期  257株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,799,680株 22年3月期3Q 11,799,810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（平成22年4月1日から平成22年12月31日まで、以下同じ）の売上高は22,666百万円となり、前年同

期に比べ4.6％の減収となりました。一方、営業利益は1,563百万円となり前年同期に比べ若干の増益（前年同期比

0.6％増）となりました。また、経常利益は1,609百万円（同16.0％増）、四半期純利益は861百万円（同9.0％増）

となり何れも前年同期比増益となりました。 

  通信キャリアシステム及び民需公共システム等のＳＩ（システムインテグレーション）開発を中心に売上高が減

少しましたが、開発の効率化等による原価率の改善と収益性の高いパッケージ＆サービスが好調であったことか

ら、営業利益でほぼ前年同期並みの利益を確保することができました。経常利益については、営業外費用の軽減に

より前年同期比16.0%と大幅な増益となりましたが、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額113百万円を特別損

失に計上したことから、四半期純利益は同9.0％の増益という結果となりました。 

  

 （百万円）

 
 （百万円）

  

  

売上高については、通信キャリアシステムにおいて、継続的に取り組んできた大手通信キャリアの法人データ系

システムの開発が一巡したことに加え、既存の基幹システムや顧客管理システムについても規模縮小や延伸が発生

し、前年同期に比べ減少する結果となりました。民需・公共システムにおいても、富士通向けシステムについては

堅調に推移したものの、一般民需向け官公需向けともに開発案件の規模縮小や延伸等が発生しており、こちらも前

年同期に比べ減少する結果となりました。 

一方、エンベデッドシステムにおいては、スマートフォン需要の活性化に伴い携帯端末向けの受注が回復に転じ

ており、更に大手光学機器メーカーのニコングループと共同出資により設立（平成21年７月）した合弁会社が順調

に事業を拡大しており、携帯端末及びデジタルカメラ等の情報家電を中心に増加する結果となりました。 

パッケージ＆サービスにおいては、セキュリティパッケージ製品である「FENCE」シリーズが、既存の大口顧客の

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
22年３月期 
第３四半期 

  23年３月期 
第３四半期 

  前年同期比 

百分比 百分比 増減額 増減率 

 売上高  23,754 100.0%  22,666 100.0%   △1,088 △4.6% 

  売上原価  20,092 84.6%  18,881 83.3%   △1,211 △6.0% 

 売上総利益  3,662 15.4%  3,784 16.7%   122 3.3% 

  販売費及び一般管理費  2,107 8.9%  2,220 9.8%   113 5.4% 

 営業利益  1,554 6.5%  1,563 6.9%   9 0.6% 

 経常利益  1,387 5.8%  1,609 7.1%   222 16.0% 

  特別損失 － －  113 0.5%   113 － 

 税金等調整前四半期純利益  1,387 5.8%  1,495 6.6%   108  7.8% 

 四半期純利益  790 3.3%  861 3.8%   71 9.0% 

2

㈱富士通ビー・エス・シ－（4793）平成23年3月期　第3四半期決算短信



システム更改に対応して順調に増加しており、データセンターを中心としたアウトソーシングサービスについても

堅調に推移いたしました。 

その結果、当第３四半期の売上高は、エンベデッド及びパッケージ＆サービス分野では好調に推移したものの、

通信キャリア、民需公共向けのＳＩ開発案件における売上減少による影響が大きく、22,666百万円となり前年同期

に比べ4.6％の減収となりました。 

このようななかで、新たなビジネスモデルとして当社の提供するサービスについてクラウド対応を進めました。

建設業向けのＥＲＰソリューション「CAP21」、メール誤送信対策サービス「FENCE-Mail Cloud」、ビジネスユース

向けスマートフォンセキュリティ管理サービス、課金計算システム「従量課金onクラウド（Billing Saver）」の4

サービスについては、既にクラウド環境でのサービス提供を開始しております。 

また、当社のオンメモリデータベース製品「Oh-Pa 1/3」（オーパ・ワンサード）を、富士通株式会社で活用され

ている購買基幹システムのリファレンスモデル「JETBI」（ジェット・ビーアイ）にエンジンとして組込み製品化し

販売を開始いたしました。 

なお、顧客別では、富士通向け案件が一部富士通グループ会社へ移管されたことに伴い、富士通グループ会社向

け売上が増加する結果となりました。 

  

 
  
［事業区分別売上高］                                                                   （百万円） 

     ※事業区分の見直しを行っており22年3月期第3四半期の事業区分は組替えています。  

［顧客別売上高］                                    （百万円） 

  

  

  

22年３月期 
第３四半期  

23年３月期 
第３四半期  

前年同期比  

増減額 増減率 

通信キャリアシステム  11,058  9,768  △1,290 △11.7% 

民需・公共システム  7,276  6,592   △684 △9.4% 

エンベデッドシステム  3,106  3,678   572           18.4% 

パッケージ＆サービス  1,930  2,270  339 17.6% 

人材サービス他  381  357  △24  △6.4% 

合  計  23,754  22,666  △1,088  △4.6% 

  

  

22年３月期 
第３四半期  

23年３月期 
第３四半期  

前年同期比  

増減額 増減率 

富士通株式会社 11,660  10,559  △1,100 △9.4% 

富士通グループ会社 3,772  4,461   689 18.3% 

一般顧客  8,322  7,644   △677          △8.1% 

合  計   23,754  22,666  △1,088  △4.6% 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は、売掛債権の減少等により前連結会計年度末に比べ645百万円減少し、29,283百

万円となりました。純資産は546百万円増加し17,606百万円となり、自己資本比率は59.8％、１株当たりの純資産は

1,485円24銭となりました。 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,815百万円減少し、3,726百万円とな

りました。当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以下のとおりです。 

  

（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・フローは、751百万円の増加（前年同期は984百万円の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益1,495百万円、売上債権の減少841百万円等があった一方、仕入債務の減少343百万

円、法人税等の支払額963百万円等があったことによるものです。 

  

（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・フローは、2,288百万円の減少（前年同期は344百万円の減少）となりました。これ

は主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金を2,000百万円増加させたこと及

び無形固定資産取得による支出268百万円等があったことによるものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が

到来する短期投資としており、当該預け金は現金同等物の期末残高に含まれないこととなります。） 

  

（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・フローは、配当金の支払いを行ったこと等により273百万円の減少（前年同期は276

百万円の減少）となりました。 
  
[キャッシュ・フローの状況]                               （百万円）  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期連結業績予想については、平成22年４月28日に公表いたしました業績予想から変更いたし

ません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。 

  

（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 

 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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ7百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益は121百万円減少しております。 

  

   

  
22年３月期 
第３四半期  

23年３月期 
第３四半期  

前年同期比  

 営業キャッシュ・フロー   984   751 △233 

 投資キャッシュ・フロー   △344   △2,288  △1,943 

 財務キャッシュ・フロー   △276   △273  2 

 現金及び現金同等物の四半期末残高    3,812   3,726  △85 

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,026 942

預け金 6,200 8,100

受取手形及び売掛金 8,592 9,456

たな卸資産 672 653

その他 1,002 1,186

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 17,487 20,331

固定資産   

有形固定資産 2,068 2,091

無形固定資産 685 575

投資その他の資産   

長期預け金 5,500 3,500

繰延税金資産 3,128 3,008

その他 445 458

貸倒引当金 △32 △35

投資その他の資産合計 9,042 6,931

固定資産合計 11,796 9,598

資産合計 29,283 29,929

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,486 1,879

役員賞与引当金 10 18

その他 2,586 3,783

流動負債合計 4,083 5,681

固定負債   

退職給付引当金 7,334 7,061

役員退職慰労引当金 84 107

資産除去債務 160 －

その他 13 17

固定負債合計 7,593 7,187

負債合計 11,676 12,868
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,557 12,000

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,539 16,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 △1

為替換算調整勘定 △11 △8

評価・換算差額等合計 △14 △9

少数株主持分 81 87

純資産合計 17,606 17,060

負債純資産合計 29,283 29,929
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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

売上高 23,754 22,666

売上原価 20,092 18,881

売上総利益 3,662 3,784

販売費及び一般管理費 2,107 2,220

営業利益 1,554 1,563

営業外収益   

受取利息 44 27

その他 17 19

営業外収益合計 62 47

営業外費用   

退職給付積立不足償却額 200 －

その他 29 1

営業外費用合計 229 1

経常利益 1,387 1,609

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 113

特別損失合計 － 113

税金等調整前四半期純利益 1,387 1,495

法人税等 587 633

少数株主損益調整前四半期純利益 － 861

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △0

四半期純利益 790 861
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,387 1,495

減価償却費 256 238

退職給付引当金の増減額（△は減少） 431 273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △23

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △8

受取利息及び受取配当金 △44 △27

売上債権の増減額（△は増加） 1,453 841

たな卸資産の増減額（△は増加） △104 △42

仕入債務の増減額（△は減少） △526 △343

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 113

その他 △715 △829

小計 2,140 1,687

利息及び配当金の受取額 36 27

法人税等の支払額 △1,192 △963

営業活動によるキャッシュ・フロー 984 751

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の払戻による収入 3,500 3,500

長期預け金の預入による支出 △3,500 △5,500

関係会社株式の取得による支出 △28 －

有形固定資産の取得による支出 △74 △22

無形固定資産の取得による支出 △265 △268

差入保証金の回収による収入 26 －

その他 △2 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △344 △2,288

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △276 △273

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △276 △273

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 359 △1,815

現金及び現金同等物の期首残高 3,452 5,542

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,812 3,726
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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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