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(百万円未満切捨て)

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）
 (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 12,040 9.2 561 187.8 648 208.0 240 125.3
22年３月期第３四半期 11,024 6.2 195 20.6 210 △0.4 106 △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 39 78 -
22年３月期第３四半期 17 66 -

 (2) 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 9,134 5,704 62.5 944.87
22年３月期 9,067 5,635 62.2 933.42

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 5,704百万円 22年３月期 5,635百万円

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 - 0 00 - 25 00 25 00
23年３月期 - 0 00 -
23年３月期(予想) 25 00 25 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)

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 17,300 5.5 830 39.2 900 47.7 360 15.1 59 62
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(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） 

 
  

 （※ 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ますが、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、【添付資料】3ページ「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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】4ページ 「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 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。

 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) 23年３月期３Ｑ 6,278,400株 22年３月期 6,278,400株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 240,680 22年３月期 240,540株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 6,037,789株 22年３月期３Ｑ 6,037,864株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直しなど、緩やか

に回復しつつあるものの、海外景気の下振れ懸念や為替レートの変動などにより、景気が下押しされ

るリスクが存在するなど、先行き不透明な状態が継続しております。 

当社が所属する情報サービス産業を取り巻く経営環境としては、企業におけるＩＴ投資意欲は改善

傾向にあるものの、外部発注から内製化へのシフト、製品・サービスの価格低下、案件の小型化など

から、業況は厳しいものとなりました。 

このような環境のもと、当社は、総合受注力強化、製造工程の価格競争力強化、新たな市場・事業

の創出に注力し、収益の確保に努めております。 

当第３四半期累計期間の業績は、金融分野、法人分野、公共・公益分野がいずれも堅調に推移し、

売上高は 12,040百万円（前年同期比 9.2％増）となり前年同期を上回りました。 

利益面では、売上高の増加、稼働状況の改善や生産性の向上により、売上総利益が前年同期に比べ

増加したことや、管理業務の効率化などコストの低減に取組んだことにより、営業利益は 561百万円

（前年同期比 187.8％増）、経常利益は 648百万円（前年同期比 208.0％増）となりました。しかし

ながら、保有有価証券のうち実質価額が著しく下落したものについて、投資有価証券評価損 114百万

円を特別損失に計上したことなどから、四半期純利益は 240百万円（前年同期比 125.3％増）となり

ました。 

 業種分野別の売上高は次のとおりであります。 

金融分野は、金融機関の業務アプリケーションからシステム基盤、ネットワーク関連業務までのト

ータルなサービス提供に努めるとともに、クレジット関連向け及び保険関連向けシステム開発に注力

したことなどにより、前年同期比 6.5％増収の 7,450百万円となりました。 

法人分野は、受注優先での対応を徹底したことなどにより、運輸関連向けシステム開発等が増加

し、前年同期比 11.6％増収の 3,489百万円となりました。 

公共・公益分野は、受注拡大に注力してきたエネルギー関連向けシステム開発の増加等により、前

年同期比 22.2％増収の 1,100百万円となりました。 

【業種分野別売上高】 
(単位：百万円) 

 
  

  

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

業種分野／期
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前年同期比

増減率金額 構成比 金額 構成比

金 融 6,996 63.4％ 7,450 61.9％ 6.5％

法 人 3,126 28.4％ 3,489 29.0％ 11.6％

公共・公益 901 8.2％ 1,100 9.1％ 22.2％

合 計 11,024 100.0％ 12,040 100.0％ 9.2％
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は 9,134百万円となり、前事業年度末に比べ 67百万円増加いた

しました。 

流動資産は、売掛金の減少などがありましたが、たな卸資産、有価証券の増加などがあり、前事業

年度末と比べ 198百万円増加し 7,824百万円となりました。固定資産は、投資有価証券が減少したこ

となどにより、前事業年度末と比べ 131百万円減少し、1,310百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金の増加などがありましたが、未払費用、未払法人税等の減少などがあり、

前事業年度末と比べ 25百万円減少し、3,337百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などがありましたが、利益剰余金の増加があり、前事

業年度末と比べ 69百万円増加し、5,704百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事

業年度末に比べ 760百万円増加し 3,487百万円（前年同期は 2,556百万円）となりました。 

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す。 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

当第３四半期累計期間における営業活動による資金は、受注損失引当金の減少 91百万円、たな

卸資産の増加 808百万円等があるものの、売上債権の減少 1,409百万円等があり、営業活動による

キャッシュ・フローは 460百万円（前年同期は 922百万円）となりました。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

当第３四半期累計期間における投資活動による資金は、有価証券の純増加 49百万円等があり、

投資活動によるキャッシュ・フローは △40百万円（前年同期は △446百万円）となりました。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

当第３四半期累計期間における財務活動による資金は、配当金の支払 150百万円等があるもの

の、運転資金の調達等による短期借入金の純増加 499百万円等があり、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは 340百万円（前年同期は △124百万円）となりました。 

  

当第３四半期累計期間の業績が概ね計画通りに推移していることから、平成22年11月２日に公表し

た通期の業績予想に変更はありません。 

  

＊上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 （税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて法人税等を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、

法人税等に含めて表示しております。 

  

（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」等の適用 

 第１四半期会計期間から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 企業会計基準第18号)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)を適用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 744千円減少し、税引前四半

期純利益は 15,773千円減少しております。 

（表示方法の変更） 

 四半期損益計算書 

 前第３四半期累計期間において、営業外収益の「保険配当金」を区分掲記しておりましたが、金額

的重要性が減少したため、当第３四半期累計期間では「その他」に含めております。なお、当第３四

半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険配当金」は2,799千円であります。 

 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 前第３四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりま

した「投資有価証券評価損益（△は益）」（前第３四半期累計期間 7,332千円）は、重要性が増した

ため、当第３四半期累計期間においては区分掲記することに変更いたしました。 

  

  

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
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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 2,988,281 2,727,308
売掛金 2,238,200 3,647,213
有価証券 848,896 300,000
たな卸資産 1,143,023 334,202
繰延税金資産 496,096 496,096
その他 110,119 121,277
貸倒引当金 △115 △152
流動資産合計 7,824,501 7,625,945

固定資産
有形固定資産 72,004 65,284
無形固定資産 22,952 10,422
投資その他の資産
投資有価証券 570,622 708,972
関係会社株式 37,280 37,280
繰延税金資産 36,295 30,693
差入保証金 563,432 581,872
その他 7,979 7,331
貸倒引当金 △201 △195
投資その他の資産合計 1,215,409 1,365,954

固定資産合計 1,310,366 1,441,662
資産合計 9,134,868 9,067,607

負債の部
流動負債
買掛金 598,938 626,744
短期借入金 1,500,000 1,001,000
未払金 122,109 125,096
未払費用 731,017 1,093,241
未払法人税等 114,760 255,261
役員賞与引当金 27,000 27,300
受注損失引当金 15,598 106,688
その他 228,469 127,744
流動負債合計 3,337,894 3,363,076

固定負債
長期未払金 68,700 68,700
資産除去債務 23,419 －
固定負債合計 92,119 68,700

負債合計 3,430,013 3,431,776
純資産の部
株主資本
資本金 970,400 970,400
資本剰余金 831,739 831,739
利益剰余金 4,111,977 4,022,765
自己株式 △204,275 △204,173
株主資本合計 5,709,841 5,620,731

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △4,986 15,099
評価・換算差額等合計 △4,986 15,099

純資産合計 5,704,854 5,635,830
負債純資産合計 9,134,868 9,067,607
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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 11,024,203 12,040,992
売上原価 9,376,072 10,166,878
売上総利益 1,648,130 1,874,114
販売費及び一般管理費 1,452,999 1,312,545
営業利益 195,131 561,568
営業外収益
受取利息 2,804 2,724
受取配当金 12,731 14,898
保険配当金 6,702 －
助成金収入 － 68,664
その他 3,071 7,742
営業外収益合計 25,309 94,029

営業外費用
支払利息 8,044 7,483
有価証券償還損 1,801 －
その他 160 －
営業外費用合計 10,006 7,483

経常利益 210,434 648,114
特別利益
投資有価証券売却益 5 －
貸倒引当金戻入額 － 30
特別利益合計 5 30

特別損失
投資有価証券評価損 7,332 114,355
固定資産除却損 62 60
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,029
特別損失合計 7,395 129,445

税引前四半期純利益 203,044 518,699
法人税等 96,446 278,541
四半期純利益 106,598 240,158
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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
税引前四半期純利益 203,044 518,699
減価償却費 44,606 14,234
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,850 △300
受注損失引当金の増減額（△は減少） 25,683 △91,090
受取利息及び受取配当金 △15,535 △17,622
支払利息 8,044 7,483
投資有価証券売却損益（△は益） △5 －
投資有価証券評価損益（△は益） － 114,355
売上債権の増減額（△は増加） 1,893,302 1,409,012
たな卸資産の増減額（△は増加） △758,998 △808,820
仕入債務の増減額（△は減少） 15,112 △27,805
未払金の増減額（△は減少） △25,938 △2,987
未払費用の増減額（△は減少） △332,493 △362,242
未払消費税等の増減額（△は減少） △42,947 △43,381
その他 120,493 152,377
小計 1,129,518 861,913
法人税等の支払額 △206,551 △401,465
営業活動によるキャッシュ・フロー 922,967 460,447

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 50,000 －
有価証券の純増減額（△は増加） △494,648 △49,573
有形固定資産の取得による支出 △3,594 △9,636
無形固定資産の取得による支出 △1,570 △15,823
投資有価証券の取得による支出 △14,730 △2,014
投資有価証券の売却による収入 481 －
従業員に対する貸付けによる支出 △3,300 △3,970
従業員に対する貸付金の回収による収入 6,470 4,053
差入保証金の回収による収入 － 19,220
利息及び配当金の受取額 15,140 17,642
その他 △725 △460
投資活動によるキャッシュ・フロー △446,476 △40,562

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 34,000 499,000
自己株式の取得による支出 △13 △101
利息の支払額 △7,617 △7,541
配当金の支払額 △150,947 △150,946
財務活動によるキャッシュ・フロー △124,578 340,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 351,912 760,295
現金及び現金同等物の期首残高 2,204,390 2,727,308
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,556,303 3,487,603
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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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 当社は、「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  (追加情報) 

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。なお、同会計基準第６項及び第11項に基づき、

当社における事業セグメントは、「システム開発」のみの単一セグメントであります。 

  

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) 

 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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当社は、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体と

するシステム開発事業を営んでおり、当社におけるセグメントは、「システム開発」のみの単一セグメン

トであります。 

なお、当社においては、開発システム等の納期が、得意先の期末（多くは３月）に集中する傾向が顕著

であります。このため、売上高等は第４四半期会計期間に偏重する傾向があります。 

① 生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績は、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。 

  

  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

システム開発 10,166,878 +8.4

合計 10,166,878 +8.4

セグメントの名称 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(％)

システム開発 11,121,190 +20.2 5,195,563 +7.1

合計 11,121,190 +20.2 5,195,563 +7.1

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

システム開発 12,040,992 +9.2

合計 12,040,992 +9.2
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