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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 1,213 ― 61 ― 66 ― 38 ―

22年3月期第3四半期 959 ― 27 ― 32 ― 19 ―

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 680.45 669.08
22年3月期第3四半期 335.33 333.80

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 2,542 2,329 91.1 40,145.59
22年3月期 2,407 2,238 92.6 38,943.62

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,316百万円 22年3月期  2,230百万円

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  

※22年3月期の期末配当金の内訳（普通配当金260円、設立10周年記念配当金100円） 

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 ― 360.00 360.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

330.00 330.00

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 1,770 10.5 170 30.7 170 24.0 94 28.0 1,641.26



(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  有  
（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 
１．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。 
なお、上記予想に関する事項は、[添付資料]P.2「1．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．上記１．平成23年3月第3四半期の連結業績（累計）の各数値のうち、前四半期については連結財務諸表を作成していないため、前四半期の各数値は
提出会社の数値を記載しており、また前々四半期については連結財務諸表を作成しているため、前四半期および当四半期の対前年同四半期増減率は記
載しておりません。 

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 59,992株 22年3月期  59,552株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,279株 22年3月期  2,279株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 57,311株 22年3月期3Q 57,192株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  5

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（参考）四半期財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  9

（１）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  9

（第３四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  9

（第３四半期会計期間） ……………………………………………………………………………………………  10

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  11

ウルシステムズ株式会社(3798) 平成23年3月期 第3四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、12月発表の日銀短観で大企業製造業のDI（業況判断指数）が７

四半期ぶりに悪化するなど、過度な円高の定着や昨年度来実施してきた一連の財政出動の打ち止めによる反動減を反

映し、足元の景況感が悪化してきており、依然として、自律性が弱い厳しい経営環境が継続しております。当社の属

する情報サービス業界でも、一部に積極的な動きはみられるものの全体的には顧客企業のIT投資の低迷は続いており

ます。 

このような経営環境の下で、当第３四半期連結累計期間の当社の経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項をセグメントごとに記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、当第3四半期連結累計期間での受注高は1,486,583千円（受注残高472,110

千円）と依然として好調を維持するとともに、公共系等を中心とする大型案件が順調に進捗したことから、当該

事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は1,068,913千円となりました。 

  
②ソフトウェア事業については、主力製品である流通BMS（ビジネスメッセージ標準）市場向けのUMLaut/J-XML

（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）関連事業において、大型受託案件を当第3四半期連結会計期間に受注し

たほか、ライセンス保守収益の順調な積み上げや、受託開発案件の進捗が想定どおりだったため、当該事業の当

第３四半期連結累計期間の売上高は144,111千円となりました。 

  

損益面については、コンサルティング事業及びソフトウェア事業とも堅調に売上計上でき、また経費削減努力を継続

したことから、営業利益は61,501千円、経常利益は66,830千円及び四半期純利益は38,997千円という結果となりまし

た。  

  

（２）連結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 

総資産は、主に受注高拡大に伴う仕掛品等の増加により前連結会計年度末比134,560千円増加の2,542,364千円となり

ました。また、負債についても、主に業績の拡大に伴う未払法人税等の増加により、前連結会計年度末比43,305千円

増加の212,773千円となりました。純資産は、主に保有投資有価証券の評価額増加により前連結会計年度末比91,255

千円増加の2,329,591千円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比29,024千円増加の1,095,764千円

となりました。 

  
  当第３四半期連結累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） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益の計上（83,647千円）はあったものの、

受注拡大に伴うたな卸資産及び売掛金の増加等により、81,452千円の純支出となりました。 

  
（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・フローについては、、主に資金運用目的で保有していた有価証券の一部償還により

124,151千円の純収入となりました。 

  

（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・フローについては、主に配当金の支払いにより13,674千円の純支出となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

売上高 千円 1,213,024

営業利益 千円 61,501

経常利益 千円 66,830

四半期純利益 千円 38,997
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（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 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。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。  

  

（３）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） 

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ406千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は5,288千円

減少しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

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：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 1,095,764 1,066,740

売掛金 400,349 393,753

有価証券 398,694 498,763

仕掛品 125,755 16,688

その他 132,633 95,474

流動資産合計 2,153,196 2,071,420

固定資産   

有形固定資産 17,259 17,458

無形固定資産 3,860 4,606

投資その他の資産   

投資有価証券 268,786 171,455

その他 99,261 142,863

投資その他の資産合計 368,048 314,319

固定資産合計 389,168 336,383

資産合計 2,542,364 2,407,804

負債の部   

流動負債   

未払金 53,442 16,271

未払費用 37,157 47,233

賞与引当金 46,215 60,648

品質保証引当金 － 566

受注損失引当金 － 5,406

未払法人税等 39,161 9,710

その他 33,124 29,630

流動負債合計 209,102 169,467

固定負債   

繰延税金負債 3,670 －

固定負債合計 3,670 －

負債合計 212,773 169,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 817,360 814,285

資本剰余金 1,157,789 1,154,664

利益剰余金 392,827 374,448

自己株式 △59,965 △59,965

株主資本合計 2,308,011 2,283,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,910 △53,014

評価・換算差額等合計 8,910 △53,014

新株予約権 － 50

少数株主持分 12,668 7,868

純資産合計 2,329,591 2,238,336

負債純資産合計 2,542,364 2,407,804
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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）

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 1,213,024

売上原価 827,015

売上総利益 386,009

販売費及び一般管理費 324,508

営業利益 61,501

営業外収益  

受取利息 215

有価証券利息 3,965

受取配当金 428

その他 1,204

営業外収益合計 5,813

営業外費用  

株式交付費 18

その他 465

営業外費用合計 483

経常利益 66,830

特別利益  

投資有価証券売却益 21,698

特別利益合計 21,698

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

特別損失合計 4,881

税金等調整前四半期純利益 83,647

法人税等 39,850

少数株主損益調整前四半期純利益 43,797

少数株主利益 4,800

四半期純利益 38,997
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 384,443

売上原価 244,309

売上総利益 140,133

販売費及び一般管理費 107,582

営業利益 32,551

営業外収益  

有価証券利息 1,465

その他 1

営業外収益合計 1,466

営業外費用  

株式交付費 18

その他 193

営業外費用合計 212

経常利益 33,806

特別利益  

投資有価証券売却益 21,698

特別利益合計 21,698

税金等調整前四半期純利益 55,504

法人税等 26,018

少数株主損益調整前四半期純利益 29,486

少数株主利益 2,755

四半期純利益 26,731
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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）

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 83,647

減価償却費 7,772

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881

受取利息及び受取配当金 △4,608

投資有価証券売却損益（△は益） △21,698

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,432

品質保証引当金の増減額（△は減少） △566

受注損失引当金の増減額（△は減少） △5,406

売上債権の増減額（△は増加） △6,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,066

その他の資産の増減額（△は増加） △36,688

未払金の増減額（△は減少） 37,475

未払費用の増減額（△は減少） △10,076

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△4,235

その他の負債の増減額（△は減少） 2,700

小計 △76,896

利息及び配当金の受取額 1,608

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △6,163

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,452

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 500,000

有価証券の取得による支出 △296,583

有形固定資産の取得による支出 △6,639

無形固定資産の取得による支出 △493

投資有価証券の取得による支出 △110,386

投資有価証券の売却による収入 38,754

敷金及び保証金の差入による支出 △500

投資活動によるキャッシュ・フロー 124,151

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 6,150

配当金の支払額 △19,824

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,024

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,740

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,095,764
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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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（参考）四半期財務諸表 
（１）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) 

売上高 959,297

売上原価 606,673

売上総利益 352,624

販売費及び一般管理費 325,415

営業利益 27,208

営業外収益  

受取利息 174

有価証券利息 4,579

受取配当金 428

その他 438

営業外収益合計 5,620

営業外費用  

株式交付費 24

自己株式取得費用 611

営業外費用合計 635

経常利益 32,193

特別利益  

新株予約権戻入益 7,647

特別利益合計 7,647

税引前四半期純利益 39,841

法人税等 20,662

四半期純利益 19,178
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 285,131

売上原価 189,547

売上総利益 95,584

販売費及び一般管理費 111,796

営業損失（△） △16,212

営業外収益  

有価証券利息 1,597

その他 292

営業外収益合計 1,890

経常損失（△） △14,322

税引前四半期純損失（△） △14,322

法人税等 △6,214

四半期純損失（△） △8,107
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（２）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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 39,841

減価償却費 8,586

新株予約権戻入益 △7,647

受取利息及び受取配当金 △602

有価証券利息 △4,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,391

品質保証引当金の増減額（△は減少） △4,891

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,245

売上債権の増減額（△は増加） 363,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △184,342

その他の資産の増減額（△は増加） 6,429

未払金の増減額（△は減少） 11,495

未払費用の増減額（△は減少） 12,867

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

618

その他の負債の増減額（△は減少） △6,849

小計 244,926

利息及び配当金の受取額 2,178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,549

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 △994,381

有価証券の償還による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △2,728

無形固定資産の取得による支出 △1,590

投資有価証券の取得による支出 △4,545

関係会社株式の取得による支出 △2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △505,246

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 8,000

自己株式の取得による支出 △8,946

配当金の支払額 △5,536

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261,180

現金及び現金同等物の期首残高 1,214,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 953,420
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