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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10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9月期第1四半期 529 △0.1 53 △6.1 55 △6.8 △6 ―
22年9月期第1四半期 529 29.0 57 275.4 59 ― 33 ―

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9月期第1四半期 △168.49 ―
22年9月期第1四半期 821.86 ―

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9月期第1四半期 2,764 2,200 79.6 54,336.19
22年9月期 3,050 2,202 72.2 54,377.71

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  2,200百万円 22年9月期  2,202百万円

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

900 △11.5 100 △31.1 100 △34.5 40 △52.4 987.65

通期 2,000 8.1 450 50.5 450 45.0 200 45.1 4,938.27



(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「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9月期1Q 40,900株 22年9月期  40,900株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  400株 22年9月期  400株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 40,500株 22年9月期1Q 40,500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。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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①当第１四半期会計期間の経営成績  

 当第１四半期会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日の３ヶ月間)におけるわが国経済については、円

高傾向が続き景気は足踏み状態が続いておりましたが、企業収益は改善の兆しがあり、個人消費もエコ減税などの

効果から持ち直すなど、デフレ状況は緩やかなものとなってきております。しかしながら、依然株価回復の足取り

は重く、雇用情勢も厳しく、まだまだ本格的な回復には至っていない状況です。 

 金融業界におきましては、企業倒産の減少による貸倒引当金の戻入や貸倒損失の減少から中間決算時点で約７割

の銀行が経常増益または黒字を達成するなど著しい回復は見られますが、貸出金は14ヶ月連続で前年同月比減少し

ており、本業はまだ厳しい状況となっております。当社の主要販売先である金融機関は業績改善しているものの、

設備投資意欲は依然慎重な姿勢を維持している状況です。 

 当第１四半期会計期間の売上高につきましては、システムインテグレーション事業は、「自己査定支援システ

ム」や「債権償却・引当金管理システム」の増収があったものの、「担保不動産評価管理システム」や「決算書リ

ーディングシステム」の減収を補えず、前年同期比減収となりました。しかしながら、システムサポート事業の売

上高が前年同期を上回ったため、全体として前年同期とほぼ同水準となりました。損益につきましては、研究開発

費の増加に加え、特別損失に投資有価証券評価損39,887千円と、資産除去債務に関する会計基準の適用による過年

度費用10,998千円を計上した結果、四半期純損失となりました。 

 以上により、当第１四半期会計期間の売上高は529,360千円（前年同期比0.1％減）、営業利益は53,878千円（同

6.1％減）、経常利益は55,599千円（同6.8％減）、四半期純損失は6,823千円(前年同期は四半期純利益33,285千

円)となりました。   

②事業部門別の業績 

「システムインテグレーション事業」 

 「自己査定支援システム」や「債権償却・引当金管理システム」、「信用リスク計量化システム」の売上高は前

年同期比増となりました。一方、主力の「担保不動産評価管理システム」は前年同期比減となり、また、昨年バー

ジョンアップして好調だった「決算書リーディングシステム」も当四半期はその反動から売上高を減少させまし

た。この結果、システムインテグレーション事業の売上高は102,991千円（前年同期比42.7％減）、売上高構成比

は19.5％となりました。 

「システムサポート事業」 

 「決算書リーディングシステム」の浸透による決算書代行入力の減少があったものの、例年通りの「担保不動産

評価管理システム」に関連する路線価のデータ納品や、これまで伸び続けてきたシステム販売から発生するメンテ

ナンス売上高は前年同期比増収となりました。この結果、システムサポート事業の売上高は426,369千円（前年同

期比21.7％増）、売上高構成比は80.5％となりました。  

（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 

当第１四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ303,129千円減少し、2,046,740

千円となりました。これは主に現金及び預金の減少及び売掛金の減少によるものです。固定資産は前事業年度末に

比べ17,712千円増加し、718,098千円となりました。これは主に繰延税金資産の増加によるものです。この結果、

資産合計は前事業年度末に比べ285,416千円減少し、2,764,839千円となりました。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ283,735千円減少し、564,224千円となりました。これは主に未払法人

税等の減少によるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,681千円減少し、2,200,615千円となりました。これは主に四半期

純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少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
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②キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ108,725

千円減少し、当第１四半期会計期間末には1,704,099千円となりました。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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）  

  営業活動の結果使用した資金は72,901千円（前年同期は94,197千円の取得）となりました。これは主に売上債権

の減少146,622千円により資金が増加した一方で、法人税等の支払202,044千円による資金の減少があったことによ

ります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果得られた資金は704千円（前年同期は2,627千円の使用）となりました。これは主に投資有価証券

の償還による収入2,863千円により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出1,050千円及び無形固定

資産の取得による支出1,109千円があったことによります。   

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動の結果使用した資金は36,528千円（前年同期比4.0％増）となりました。これは配当金の支払によるも

のであります。   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 世界経済は回復傾向が見られるものの、わが国経済は依然足踏み状態が当面続くと予想され、実体経済でも雇用

状況の悪化もあり生産や個人消費の先行きは厳しいものがあります。金融機関につきましては、株式市場に回復の

兆しはあるものの、貸出金の増加までは難しく、本格的な回復にはまだ時間がかかると考えられます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、国際財務報告基準（IFRS）対応の「リアルタイム連結システム」

や開発中の「固定資産管理システム」の導入により、主要顧客である金融機関のみならず一般事業法人向けにも注

力してまいりたいと考えております。 

以上により、平成23年９月期におきましては、売上高2,000,000千円（前期比8.1％増）、営業利益450,000千円

（同50.5％増）、経常利益450,000千円（同45.0％増）当期純利益200,000千円(同45.1％増)を見込んでおります。

（１）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。   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当第１四半期会計期間より、「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、営業利益及び経常利益は、それぞれ462千円減少し、税引前四半期純利益が11,461千円減少してお

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１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,704,099 1,812,825

売掛金 284,310 430,932

仕掛品 14,408 56,554

繰延税金資産 2,472 30,447

未収収益 30,199 8,149

その他 11,621 11,479

貸倒引当金 △371 △518

流動資産合計 2,046,740 2,349,869

固定資産   

有形固定資産 85,785 86,264

無形固定資産   

ソフトウエア 11,750 12,134

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 12,866 13,250

投資その他の資産   

投資有価証券 414,448 399,928

差入保証金 55,605 67,066

繰延税金資産 128,478 112,962

会員権 20,914 20,914

投資その他の資産合計 619,446 600,871

固定資産合計 718,098 700,386

資産合計 2,764,839 3,050,256
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 108,591 41,452

未払金 79,256 79,040

未払消費税等 14,617 20,939

未払法人税等 15,493 210,055

前受収益 133,879 268,399

賞与引当金 16,704 49,681

製品保証引当金 457 3,332

その他 25,256 8,960

流動負債合計 394,256 681,860

固定負債   

役員退職慰労引当金 169,967 166,098

固定負債合計 169,967 166,098

負債合計 564,224 847,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 9,386 12,515

繰越利益剰余金 1,599,191 1,643,386

利益剰余金合計 1,610,394 1,657,717

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,246,703 2,294,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,087 △91,729

評価・換算差額等合計 △46,087 △91,729

純資産合計 2,200,615 2,202,297

負債純資産合計 2,764,839 3,050,256
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 529,937 529,360

売上原価 320,089 301,741

売上総利益 209,847 227,619

販売費及び一般管理費 152,447 173,741

営業利益 57,399 53,878

営業外収益   

受取利息 386 256

受取配当金 99 99

有価証券利息 1,423 1,364

その他 367 －

営業外収益合計 2,276 1,721

営業外費用   

その他 － 0

営業外費用合計 － 0

経常利益 59,675 55,599

特別利益   

貸倒引当金戻入額 162 146

特別利益合計 162 146

特別損失   

固定資産除売却損 16 57

投資有価証券評価損 － 39,887

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,998

特別損失合計 16 50,944

税引前四半期純利益 59,822 4,801

法人税、住民税及び事業税 50,760 10,796

法人税等調整額 △24,223 828

法人税等合計 26,537 11,625

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,285 △6,823
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10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   

税引前四半期純利益 59,822 4,801

減価償却費 4,484 2,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △162 △146

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,908 △32,977

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4,732 △2,875

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,868 3,868

受注損失引当金の増減額（△は減少） 26,805 －

受取利息及び受取配当金 △1,909 △1,721

投資有価証券評価損益（△は益） － 39,887

有形固定資産除売却損益（△は益） 16 57

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,998

売上債権の増減額（△は増加） 162,654 146,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,864 42,145

未収消費税等の増減額（△は増加） 23,637 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,732 △20,837

仕入債務の増減額（△は減少） △25,804 67,139

未払金の増減額（△は減少） △14,872 △3,754

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,201 △6,322

前受収益の増減額（△は減少） △108,580 △134,520

その他の流動負債の増減額（△は減少） 18,040 12,983

小計 93,963 128,316

利息及び配当金の受取額 1,130 827

法人税等の支払額 △897 △202,044

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,197 △72,901

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △946 △1,050

無形固定資産の取得による支出 △4,309 △1,109

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,645 2,863

その他 △16 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,627 704

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △35,127 △36,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,127 △36,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,443 △108,725

現金及び現金同等物の期首残高 1,524,922 1,812,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,581,366 1,704,099
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

  生産、受注及び販売の状況 

 当社は、システム開発関連事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況については、事業部門

別に記載しております。 

①生産実績  

当第１四半期累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

当第１四半期累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③販売実績 

当第１四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

前第１四半期累計期間の信組情報サービス㈱につきましては、当該割合が100分の10未満であるため、記載

を省略しております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

（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

４．補足情報

事業部門別 
当第１四半期累計期間  

   （自 平成22年10月１日 
    至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

システムインテグレーション(千円)  102,991  57.3

システムサポート(千円)  426,369  121.7

合計(千円)  529,360  99.9

事業部門別 受注高（千円） 
前年同四半期比 

（％）  
受注残高（千円） 

前年同四半期比 
（％）  

システムインテグレーション  149,048  66.4  180,159  67.5

システムサポート  426,408  121.3  5,798  163.8

合計  575,456  99.9  185,958  68.8

事業部門別 
当第１四半期累計期間  

   （自 平成22年10月１日 
    至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

システムインテグレーション(千円)  102,991  57.3

システムサポート(千円)  426,369  121.7

合計(千円)  529,360  99.9

 相手先 

前第１四半期累計期間  
（自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日）   

当第１四半期累計期間  
（自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日）   

販売高（千円）    割合（％）   販売高（千円）    割合（％）  

日本電気㈱  141,977  26.8  120,576  22.8

信組情報サービス㈱  －  －  54,821  10.4
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