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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30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 12月期第３四半期 27,850 2.8 1,880 50.7 2,049 41.3 △222 ― 
22年 12月期第３四半期 27,092 △7.4 1,247 △11.8 1,450 △7.1 769 △4.0

 

 
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 12月期第３四半期 △11.06 ― 
22年 12月期第３四半期 38.31 ― 

 
（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 12月期第３四半期 30,299 18,872 61.1 919.78
22年 12月期 31,781 20,316 62.0 979.73

(参考)自己資本 23年12月期第３四半期   18,502百万円 22年12月期   19,709百万円 

 
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 12月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
23年 12月期 ― 16.00 ―  

23年 12月期(予想)   16.00 32.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12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 39,000 6.5 2,500 37.2 2,700 32.7 100 △90.3 4.97

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「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 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 21,541,400株 22年12月期 21,541,400株
② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 1,424,773株 22年12月期 1,424,353株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期３Ｑ 20,116,870株 22年12月期３Ｑ 20,076,192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きが実施中です。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および発表日現在における仮定等に基づいて作成したものであり、不確実な要素を

含んでおります。上記業績予想に関する事項については添付資料をご参照ください。 
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（１）概況 

当第３四半期連結累計期間(平成23年１月１日～平成23年９月30日、以下「当第３四半期」)におけるわが国の経

済は、３月に発生した東日本大震災の影響に加え、欧州債務問題の再燃もあり、先行き不透明感の強い状況で推移し

ました。情報サービス産業においても、企業のIT投資に対する抑制傾向が継続し、全般的には厳しい受注環境となり

ました。 

このような状況下で当社グループは、営業主導型の組織で受注拡大に取り組み、医薬および信託分野等、強みを

持つ特化領域での受注を推進いたしました。 

その結果、当第３四半期の業績は、次のとおりとなりました。 

売上高は、システム運用管理サービス、BPO/BTOサービスが減収となったものの、システム構築サービスが伸張し

たため、前年同期比2.8％増加の278億50百万円となりました。 

損益面については、システム構築サービスをはじめ各セグメントで利益率が改善したことから、営業利益は前年

同期比50.7％増加の18億80百万円、経常利益は前年同期比41.3％増加の20億49百万円となりました。特別損益が26億

１百万円の損失となったため、四半期純損益は２億22百万円の損失となりました。  

  

（２）受注状況 

企業のIT投資は抑制傾向が続き、競合他社との厳しい受注競争も継続しておりますが、医薬および信託分野の受

注が好調であったため、当第３四半期の受注高は、前年同期比23.8％増加の316億64百万円となりました。 

  

（３）セグメント別の概況 

＜システム構築サービス＞ 

信託分野向けが大きく伸張し、食品分野向けも堅調に推移したことにより、システム構築サービスの当第３四半

期の売上高は、前年同期比9.4％増加の119億11百万円となりました。 

＜システム運用管理サービス＞ 

サービス分野の主要顧客向けが減少したことなどにより、システム運用管理サービスの当第３四半期の売上高

は、前年同期比1.5％減少の110億24百万円となりました。 

＜BPO/BTOサービス＞ 

医薬品の開発を支援する医薬BTOサービスが減少した結果、BPO/BTOサービスの当第３四半期の売上高は、前年同

期比1.9％減少の49億14百万円となりました。 

※ BPO：Business Process Outsourcing 

※ BTO：Business Transformation Outsourcing  

  

  (１)資産、負債および純資産の状況  

      当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて14億81百万円減少して302億99百万円とな 

    り、負債は、前連結会計年度末に比べて38百万円減少して114億27百万円となりました。  

  純資産は、利益剰余金が8億66百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて14億43百万円減少し、188

億72百万円となりました。 

  

  (２)キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、訴訟和解金の支払額が30億円あったこと等により、税金等調整前四半期純

損失が５億52百万円となったほか、たな卸資産の増加額が４億２百万円、法人税等の支払額が11億４百万円あったこ

と等により、20億90百万円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が30百万円、無形固定資産の取得による支

出が74百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が15億15百万円あったこと等により、12億66百万円の収

入となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が11億20百万円、配当金の支払額が６億45百

万円あった一方で、社債の発行による収入が15億円あったこと等により、３億72百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末においては、現金および現金同等物は前連結会計年度末比12億28百万円

減少し、72億31百万円となりました。  

  

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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 売上高は概ね期初計画水準で推移しておりますが、原価および販管費の低減が見込まれること、また、投資有価証

券売却益が発生したことなどから、営業利益、経常利益、当期純利益は前回予想を上回る見通しとなり、平成23年6

月20日発表の通期業績予想を修正致しました。詳細につきましては、本日（平成23年10月31日）公表の「通期業績予

想の修正および特別利益の計上に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

※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くものであります。実際の業績は、今後さまざまな

要因によって予想数値と異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 

１．簡便な会計処理  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理  

 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」等の適用 

 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。 

これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他の情報
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５．四半期連結財務諸表 
（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23年９月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,681 6,554

受取手形及び売掛金 5,916 5,712

有価証券 810 2,615

商品 5 5

仕掛品 1,041 613

貯蔵品 39 65

繰延税金資産 1,165 341

その他 965 702

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 16,619 16,603

固定資産   

有形固定資産 954 1,017

無形固定資産   

のれん 2,366 2,270

その他 1,203 1,357

無形固定資産合計 3,569 3,628

投資その他の資産   

投資有価証券 6,302 7,924

繰延税金資産 2,018 1,837

その他 865 799

貸倒引当金 △30 △29

投資その他の資産合計 9,156 10,532

固定資産合計 13,680 15,178

資産合計 30,299 31,781
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,008 2,108

1年内償還予定の社債 300 －

1年内返済予定の長期借入金 － 280

未払法人税等 159 623

賞与引当金 892 269

受注損失引当金 49 289

その他 1,896 2,036

流動負債合計 5,305 5,607

固定負債   

社債 1,200 －

長期借入金 － 840

退職給付引当金 4,459 4,365

その他 462 652

固定負債合計 6,121 5,858

負債合計 11,427 11,465

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 12,622 13,489

自己株式 △1,494 △1,493

株主資本合計 18,800 19,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93 396

為替換算調整勘定 △390 △354

評価・換算差額等合計 △297 42

少数株主持分 369 606

純資産合計 18,872 20,316

負債純資産合計 30,299 31,781
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 27,092 27,850

売上原価 22,120 21,855

売上総利益 4,971 5,995

販売費及び一般管理費 3,724 4,115

営業利益 1,247 1,880

営業外収益   

受取利息 9 6

受取配当金 162 124

持分法による投資利益 47 62

その他 34 68

営業外収益合計 254 263

営業外費用   

支払利息 18 17

投資事業組合運用損 16 17

社債発行費 － 21

その他 16 36

営業外費用合計 51 93

経常利益 1,450 2,049

特別利益   

投資有価証券売却益 630 405

その他 6 1

特別利益合計 637 406

特別損失   

訴訟和解金 － 3,000

固定資産除却損 17 1

投資有価証券評価損 1 3

事業構造改善費用 647 －

合併関連費用 18 －

その他 18 3

特別損失合計 702 3,008

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,385 △552

法人税、住民税及び事業税 761 345

法人税等調整額 △213 △795

法人税等合計 547 △450

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102

少数株主利益 68 120

四半期純利益又は四半期純損失（△） 769 △222
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,385 △552

減価償却費 299 400

のれん償却額 119 119

訴訟和解金 － 3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 476 622

売上債権の増減額（△は増加） 1,342 138

たな卸資産の増減額（△は増加） 59 △402

仕入債務の増減額（△は減少） △466 △95

その他 △401 △1,342

小計 2,814 1,887

利息及び配当金の受取額 172 144

利息の支払額 △16 △17

訴訟和解金の支払額 － △3,000

法人税等の支払額 △528 △1,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,441 △2,090

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 △150 －

定期預金の払戻による収入 － 350

有価証券の取得による支出 △800 △201

有価証券の売却による収入 999 300

有形固定資産の取得による支出 △46 △30

無形固定資産の取得による支出 △258 △74

投資有価証券の取得による支出 △103 △1

投資有価証券の売却による収入 997 1,515

差入保証金の差入による支出 △191 △58

差入保証金の回収による収入 107 2

差入保証金の流動化による収入 857 －

子会社株式の取得による支出 － △562

関係会社株式の取得による支出 △531 △2

その他 5 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 885 1,266

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 － 1,500

長期借入金の返済による支出 △210 △1,120

リース債務の返済による支出 △46 △98

自己株式の処分による収入 96 －

配当金の支払額 △642 △645

少数株主への配当金の支払額 △8 △8

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △811 △372

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,438 △1,228

現金及び現金同等物の期首残高 6,658 8,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,097 7,231
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該当事項はありません。  

   

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

   

     (注）事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称 

           サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。 

  

     システム構築サービス    システムコンサルティング、システム開発、システム保守、インフラ構築、 

パッケージインテグレーション 

     システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、 

データセンター、ヘルプデスク/コールセンター 

         BPO/BTOサービス       ビジネスプロセス・アウトソーシング、 

                                   ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング 

   

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

   

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
システム構築
サービス 
（百万円） 

システム運用
管理サービス

(百万円) 

BPO/BTO 
サービス 

(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高       10,892       11,190       5,009       27,092  －  27,092

(2) 
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  10,892  11,190  5,009  27,092    －  27,092

営業利益又は営業損失 (△)  728  615  △96  1,247  －  1,247
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、業務執行の意思

決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

当社は、サービス別の事業単位から構成されており、「システム構築サービス」「システム運用管理サー

ビス」及び「BPO/BTOサービス」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの内容は、以下のとおりであります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日） 

 （単位：百万円）

（注）セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。 

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

該当事項はありません。  

  

・システム構築サービス システムコンサルティング、システム開発、システム保守、 

インフラ構築、パッケージインテグレーション 

・システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、 

データセンター、ヘルプデスク/コールセンター 

・BPO/BTOサービス ビジネスプロセス・アウトソーシング、 

ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング 

  

報告セグメント

 合計 システム構築
サービス 

システム運用管理
サービス 

BPO/BTO 
サービス 

売上高                        

外部顧客への売上高       11,911       11,024       4,914  27,850

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －

計  11,911  11,024  4,914  27,850

セグメント利益  1,091  636  152  1,880

（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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（１）サービス別連結受注状況  

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）サービス別連結売上高 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）業種別連結売上高 

                                            （単位：百万円） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

６．補足情報

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日）

受注高増減

受注高 受注残 受注高 受注残 金額  増減率(%)

 システム構築サービス  9,752  2,062  13,131  3,620 3,379  34.6

 システム運用管理サービス  12,505  6,177  12,246  6,567 △258  △2.1

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス  3,320  4,834  6,286  6,136 2,965  89.3

合計  25,578  13,075  31,664  16,324 6,085  23.8

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日）

増減 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

 システム構築サービス  10,892  40.2  11,911  42.8  1,019  9.4

 システム運用管理サービス  11,190  41.3  11,024  39.6  △166    △1.5

 ＢＰＯ／ＢＴＯサービス  5,009  18.5   4,914  17.6  △95  △1.9

合計  27,092  100.0  27,850  100.0  757  2.8

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日）

増減 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

 金融  3,757  13.9  3,099  11.1  △658  △17.5

 信託  2,825  10.4  4,303  15.5  1,478  52.3

 医薬  8,717  32.2  8,641  31.0  △76  △0.9

 食品  3,172  11.7  3,477  12.5  304  9.6

 製造  2,126  7.8  2,036  7.3  △89  △4.2

 サービス他  6,491  24.0  6,291  22.6  △200  △3.1

合計  27,092  100.0  27,850  100.0  757 2.8 
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