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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）

 (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 11,822 2.3 689 40.3 779 43.8 394 102.8

22年３月期第３四半期 11,560 △19.6 491 △43.1 541 △39.8 194 △57.8

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 46.16 46.07

22年３月期第３四半期 23.13 23.09

 (2) 連結財政状態

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 12,121 8,764 72.3 1,030.19

22年３月期 11,900 8,260 69.4 967.31

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 8,764百万円  22年３月期 8,259百万円

2. 配当の状況

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 ─ 6.00 ─ 7.00 13.00

23年３月期 ─ 10.00 ─

23年３月期(予想) 11.00 21.00

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)

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 18,000 10.8 1,050 48.3 1,150 50.9 580 116.4 67.92



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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おりませ

ん。 

  

・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）３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.４「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 (─)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 9,008,560株 22年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 500,812株 22年３月期 469,721株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 8,535,384株 22年３月期３Ｑ 8,396,285株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調なアジア・新興国経済や政府の景気刺激策の

影響により、企業業績に一部回復の兆しが見えました。しかしながら、米国や欧州等の経済の減速によ

る輸出減に加え、急激な円高が追い打ちをかけたほか、エコカー補助金等、景気刺激策の終了によって

企業心理が冷え込んだことにより、先行き不透明感が払拭できない状況が続いております。 

当情報サービス業界におきましても、引き続き多くの企業が慎重な情報設備投資の姿勢を継続してお

り依然として厳しい経営環境が続いているものであります。 

このような厳しい経営環境下において、当社グループは主要顧客の大型案件先送りや既存顧客からの

受注単価引き下げ要請及び案件規模縮小等の影響があったものの、継続的な受注活動を推進し、ソリュ

ーションビジネス等の案件獲得に注力いたしました結果、売上高は前年同四半期と比較して微増となり

ました。一方、利益面は、販売管理部門の構造改善及び諸経費の圧縮等、販管費のコスト削減に努めた

ことにより、前年同四半期と比較して大幅に改善いたしました。その結果、当第３四半期連結累計期間

の業績は、売上高118億22百万円（前年同四半期比2.3％増）、営業利益６億89百万円（前年同四半期比

40.3％増）、経常利益７億79百万円（前年同四半期比43.8％増）といずれも前年同四半期を上回る結果

となりました。また、四半期純利益については、前期に発生した希望退職者募集による割増退職金の特

別損失の影響が無くなったことにより３億94百万円（前年同四半期比102.8％増）と大きく前年同四半

期を上回る結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

・ ソフトウェア開発事業は、大型案件の先送りが大きく影響したものの、既存顧客への積極的な受注

活動を展開した結果、売上高は66億21百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。 

・ 情報処理サービス事業は、既存顧客からの受注単価引き下げ要請及び案件規模縮小の影響により、

売上高は31億19百万円（前年同四半期比5.2％減）となりました。 

・ エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業における自動車関連案

件への積極的提案活動が功を奏したことに加え、半導体関連事業における主要顧客からの受注高

確保が堅調に推移したことにより、売上高は20億80百万円（前年同四半期比18.4％増）となりま

した。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は121億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億20百

万円増加いたしました。 

流動資産は70億31百万円となり、１億64百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が２

億83百万円、仕掛品が２億68百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が５億39百万円減少したこ

と等によるものであります。 

  固定資産は50億90百万円となり、３億85百万円増加いたしました。有形固定資産は16億22百万円と

なりました。無形固定資産は２億48百万円となり、45百万円増加いたしました。投資その他の資産は

32億18百万円となり、３億51百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の増加でありま

す。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の負債合計は33億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億83百

万円減少いたしました。 

流動負債は19億41百万円となり、４億13百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛

金が２億59百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は14億15百万円となり、１億30百万円増加いたしました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は87億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億３百万

円増加いたしました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.4％から72.3％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は営業活動に

よるキャッシュ・フローが６億24百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１億87百万円

の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが１億73百万円の支出となったことにより、２億64百万

円増加し、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は、34億55百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は６億24百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、未払費用の減少が４億31百万円、仕入債務の減少が２億59百万円あったものの、税金

等調整前四半期純利益が７億45百万円、売上債権の減少額が５億39百万円あったこと等によるもので

あります。 

また、前第３四半期連結累計期間に比べ２億74百万円増加しておりますが、主に、税金等調整前四

半期純利益が４億７百万円増加、退職給付引当金の増加額が１億23百万円及び法人税等の支払額が２

億48百万円の減少があったものの、売上債権の減少額が８億21百万円の減少となったこと等によるも

のであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億87百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が１億４百万円、無形固定資産の取得による支出が１

億16百万円あったこと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」は１億73百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、自己株式の取得による支出が25百万円、配当金の支払額が１億46百万円あったこと等

によるものであります。 

また、前第３四半期連結累計期間に比べ、２億９百万円支出が減少いたしましたが、主に自己株式

の取得による支出が１億77百万円減少したこと等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ検討した結果、現時点にお

いては概ね予想どおりと推測しており、当連結会計年度（平成23年３月期）の業績見通しにつきまして

は、平成22年４月22日公表の数値と変更は無く、連結売上高180億円、連結営業利益10億50百万円、連

結経常利益11億50百万円、連結当期純利益５億80百万円を見込んでおります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①原価差異の配賦方法 

予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合

には、当該原価を売上原価として処理しております。 

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、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率に

より算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断して

おります。 

  

①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」（企業会計適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）及び「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 3,117,036 2,833,119

受取手形及び売掛金 2,542,834 3,082,664

有価証券 358,409 358,197

商品及び製品 23,265 592

仕掛品 428,786 159,999

原材料及び貯蔵品 3,563 2,552

その他 566,070 768,068

貸倒引当金 △8,735 △9,392

流動資産合計 7,031,229 7,195,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,783,302 1,779,177

減価償却累計額 △910,819 △855,365

建物及び構築物（純額） 872,482 923,812

工具、器具及び備品 668,694 680,750

減価償却累計額 △488,356 △459,994

工具、器具及び備品（純額） 180,337 220,755

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 79,703 －

有形固定資産合計 1,622,929 1,634,973

無形固定資産   

のれん 32,378 42,786

その他 216,237 160,116

無形固定資産合計 248,616 202,902

投資その他の資産   

投資有価証券 2,030,779 1,585,489

その他 1,188,087 1,281,769

投資その他の資産合計 3,218,867 2,867,258

固定資産合計 5,090,413 4,705,134

資産合計 12,121,642 11,900,936
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 476,664 736,114

未払法人税等 274,005 157,827

引当金 8,854 11,548

その他 1,182,182 1,449,866

流動負債合計 1,941,706 2,355,357

固定負債   

退職給付引当金 1,405,835 1,269,385

長期未払金 2,720 7,210

その他 6,756 8,231

固定負債合計 1,415,312 1,284,827

負債合計 3,357,019 3,640,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,777,043

利益剰余金 5,908,175 5,659,328

自己株式 △370,553 △345,395

株主資本合計 9,196,533 8,972,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 243,907 △37,315

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

評価・換算差額等合計 △431,910 △713,133

少数株主持分 － 1,041

純資産合計 8,764,623 8,260,752

負債純資産合計 12,121,642 11,900,936
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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 11,560,569 11,822,005

売上原価 8,939,603 9,287,960

売上総利益 2,620,965 2,534,044

販売費及び一般管理費 2,129,226 1,844,199

営業利益 491,739 689,845

営業外収益   

受取利息 6,013 5,693

受取配当金 8,660 25,402

不動産賃貸料 9,741 8,436

生命保険配当金 20,324 13,501

保険事務手数料 5,158 5,510

持分法による投資利益 7,940 －

保険解約益 － 45,550

その他 24,519 11,691

営業外収益合計 82,358 115,786

営業外費用   

支払利息 71 －

保険解約損 6,566 －

不動産賃貸費用 20,446 19,541

持分法による投資損失 － 3,839

その他 5,281 3,240

営業外費用合計 32,366 26,621

経常利益 541,731 779,010

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35,307

貸倒引当金戻入額 4,696 656

特別利益合計 4,696 35,964

特別損失   

固定資産除売却損 221 7,865

投資有価証券評価損 － 61,710

割増退職金 166,333 －

事務所移転費用 34,050 －

退職給付費用 7,917 －

特別損失合計 208,522 69,575

税金等調整前四半期純利益 337,905 745,399

法人税、住民税及び事業税 66,342 311,466

法人税等調整額 78,480 40,966

法人税等合計 144,822 352,433

少数株主損益調整前四半期純利益 － 392,965

少数株主損失（△） △1,154 △1,041

四半期純利益 194,238 394,007
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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10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,845,495 3,861,615

売上原価 2,844,842 3,074,189

売上総利益 1,000,653 787,425

販売費及び一般管理費 627,115 592,818

営業利益 373,537 194,607

営業外収益   

受取利息 1,744 1,722

受取配当金 1,939 4,950

不動産賃貸料 3,355 2,227

保険事務手数料 1,878 1,899

持分法による投資利益 4,480 －

保険解約益 － 44,940

助成金収入 12,178 －

その他 8,583 3,213

営業外収益合計 34,160 58,953

営業外費用   

不動産賃貸費用 6,510 6,230

持分法による投資損失 － 602

その他 2,442 1,470

営業外費用合計 8,953 8,302

経常利益 398,744 245,258

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 6,838

貸倒引当金戻入額 9,519 22

特別利益合計 9,519 6,861

特別損失   

固定資産除売却損 39 507

特別損失合計 39 507

税金等調整前四半期純利益 408,224 251,612

法人税、住民税及び事業税 29,147 56,951

法人税等調整額 139,622 63,524

法人税等合計 168,769 120,475

少数株主損益調整前四半期純利益 － 131,136

少数株主損失（△） △1,154 －

四半期純利益 240,609 131,136
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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 337,905 745,399

減価償却費 174,419 148,891

のれん償却額 10,491 10,407

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,934 136,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,696 △656

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,270 △2,693

受取利息及び受取配当金 △14,674 △31,096

支払利息 71 －

持分法による投資損益（△は益） △7,940 3,839

保険解約損益（△は益） 6,566 △45,550

固定資産除売却損益（△は益） 7,717 7,865

投資有価証券売却損益（△は益） － △35,412

投資有価証券評価損益（△は益） － 61,710

売上債権の増減額（△は増加） 1,361,455 539,830

たな卸資産の増減額（△は増加） △194,675 △292,469

仕入債務の増減額（△は減少） △142,743 △259,449

未払費用の増減額（△は減少） △786,115 △431,452

未払消費税等の増減額（△は減少） △125,739 △28,232

長期未払金の増減額（△は減少） △10,050 △4,490

その他 143,893 245,156

小計 761,551 768,047

利息及び配当金の受取額 14,099 33,271

法人税等の支払額 △425,644 △176,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 350,005 624,614

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 － △20,000

有価証券の売却による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △112,487 △104,295

有形固定資産の売却による収入 － 1,070

無形固定資産の取得による支出 △70,062 △116,333

投資有価証券の取得による支出 △200,128 △56,411

投資有価証券の売却による収入 － 45,112

貸付けによる支出 △27,000 －

貸付金の回収による収入 2,445 －

敷金及び保証金の回収による収入 45,663 21,886

その他の支出 △29,858 △23,031

その他の収入 39,514 64,957

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,913 △187,046
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △17,400 －

リース債務の返済による支出 － △2,057

自己株式の取得による支出 △202,876 △25,157

配当金の支払額 △162,297 △146,222

財務活動によるキャッシュ・フロー △382,574 △173,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △184,482 264,130

現金及び現金同等物の期首残高 3,086,824 3,191,316

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7,540 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,909,882 3,455,446
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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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