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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 5,704 △15.1 297 △40.9 331 △35.6 180 △35.6

21年3月期第3四半期 6,715 ― 504 ― 514 ― 280 ―

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

22年3月期第3四半期 30.53 ―

21年3月期第3四半期 47.42 ―

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

22年3月期第3四半期 7,017 5,010 71.4 848.69
21年3月期 7,305 4,979 68.2 843.54

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,010百万円 21年3月期  4,979百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
22年3月期 ― 12.50 ―

22年3月期 
（予想）

12.50 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 7,850 △13.8 438 △40.3 450 △40.3 237 △42.2 40.14
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 

(3) 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（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もの） 

〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当資料に記載の業績予想は、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、今後様々な要因によって予想数値と異 
なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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） 22年3月期第3四半期 6,206,496株 21年3月期  6,206,496株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  302,889株 21年3月期  302,889株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,903,607株 21年3月期第3四半期 5,906,555株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や

緊急経済対策の効果などを背景に、アジア向けを中心に輸出が増加し、生産も持ち直しの動きが見られる一方、持

続的な物価下落や企業業績の先行き不透明感から設備投資は低調、失業率は高止まりするなど、依然として厳しい

状況で推移いたしました。 

 この中にあって情報サービス産業は、中期的な運用コスト削減を目的にシステム再構築の潜在需要はあるものの

回復は鈍く、厳しい経営環境が継続いたしました。 

 このような状況下、当社グループは、需要が旺盛な保険業界向けの受注拡大、また営業本部を中心に主要顧客と

の深耕や新規顧客開拓に注力いたしましたが、銀行・証券業界向けの案件が引き続き低調に推移したため、連結売

上高は5,704百万円（前年同四半期比15.1％減）となりました。 

 また、利益面につきましては、更なるプロジェクト管理の徹底による品質向上に努めると共に、経費の削減に取

り組みましたが、売上高の減少、また、それに伴う稼働率の低下などにより、営業利益は297百万円（同40.9％

減）、経常利益は331百万円（同35.6％減）、四半期純利益は180百万円（同35.6％減）となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は7,017百万円と前連結会計年度末（7,305百万円）と比較し288百万円

減少しました。主な要因は売掛金の減少439百万円、現金及び預金の減少269百万円、長期預金の増加300百万円な

どであります。 

 負債合計は2,006百万円と前連結会計年度末（2,325百万円）と比較し319百万円減少しました。主な要因は賞与

引当金の減少215百万円、未払法人税等の減少182百万円などであります。 

 純資産合計は5,010百万円と前連結会計年度末（4,979百万円）と比較し30百万円増加しました。主な要因は利益

剰余金の増加32百万円であります。 

 平成22年３月期の通期業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました予想数値に変更はありま

せん。 

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法に関して、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繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（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） 

 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。 

  

  受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準等の変更 

  受注制作のソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第

１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる契約については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約につ

いては完成基準を適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は50百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ11百万円増加しております。 

定性的情報・財務諸表等

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

（３）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
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,190,457 3,459,998

売掛金 965,704 1,405,666

仕掛品 81,058 15,579

その他 290,687 256,957

流動資産合計 4,527,908 5,138,202

固定資産   

有形固定資産 40,431 40,271

無形固定資産 33,099 35,859

投資その他の資産   

長期預金 1,070,000 770,000

その他 1,347,950 1,323,723

貸倒引当金 △2,371 △2,371

投資その他の資産合計 2,415,578 2,091,352

固定資産合計 2,489,110 2,167,483

資産合計 7,017,019 7,305,686

負債の部   

流動負債   

買掛金 180,258 242,399

未払法人税等 － 182,762

賞与引当金 234,555 450,115

役員賞与引当金 19,200 23,500

その他 395,998 293,261

流動負債合計 830,012 1,192,039

固定負債   

退職給付引当金 643,293 605,047

役員退職慰労引当金 533,400 528,700

固定負債合計 1,176,693 1,133,747

負債合計 2,006,705 2,325,786

純資産の部   

株主資本   

資本金 689,044 689,044

資本剰余金 665,722 665,722

利益剰余金 3,946,143 3,913,467

自己株式 △289,438 △289,438

株主資本合計 5,011,472 4,978,796

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,158 1,103

評価・換算差額等合計 △1,158 1,103

純資産合計 5,010,313 4,979,899

負債純資産合計 7,017,019 7,305,686
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 6,715,644 5,704,287

売上原価 5,271,501 4,580,050

売上総利益 1,444,142 1,124,237

販売費及び一般管理費 939,972 826,274

営業利益 504,170 297,962

営業外収益   

受取利息 8,799 11,320

保険返戻金 － 9,374

雇用調整助成金 － 11,656

その他 7,153 3,448

営業外収益合計 15,953 35,801

営業外費用   

固定資産除却損 － 2,278

ゴルフ会員権評価損 4,761 －

その他 743 169

営業外費用合計 5,505 2,447

経常利益 514,617 331,316

税金等調整前四半期純利益 514,617 331,316

法人税等 234,534 151,050

四半期純利益 280,083 180,266
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 514,617 331,316

減価償却費 15,741 17,177

貸倒引当金の増減額（△は減少） 190 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △208,579 △215,559

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,700 △4,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,913 38,245

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △900 4,700

移転損失引当金の増減額（△は減少） － △5,920

受取利息及び受取配当金 △9,102 △11,534

売上債権の増減額（△は増加） 444,409 439,961

前受金の増減額（△は減少） 2,661 1,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,399 △65,229

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,376 △11,828

仕入債務の増減額（△は減少） △35,716 △62,141

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,419 △8,768

その他の流動負債の増減額（△は減少） 127,025 114,321

その他 2,401 △7,096

小計 763,607 554,663

利息及び配当金の受取額 9,102 11,534

法人税等の支払額 △407,120 △354,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 365,588 212,113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

敷金及び保証金の回収による収入 － 20,167

有形及び無形固定資産の取得による支出 △19,672 △16,855

保険積立金の積立による支出 △8,034 △57,965

保険積立金の解約による収入 1,737 24,819

保険積立金の払戻による収入 1,166 －

定期預金の預入による支出 △200,000 △600,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

その他 △4,158 △4,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,961 △334,064

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,438 －

配当金の支払額 △132,881 △147,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,319 △147,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307 △269,540

現金及び現金同等物の期首残高 3,224,297 3,459,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,224,604 3,190,457
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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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生産、受注及び販売の状況 

 当社グループの事業は、バリュー・ソリューションサービス事業単一であるため、事業の種類別セグメントの記

載に代えて、事業分野別及び業種別に記載しております。 

  

(1）生産実績 

当第３四半期連結累計期間の事業分野別生産実績は次のとおりであります。 

  

(2）受注状況 

当第３四半期連結累計期間の事業分野別受注状況は次のとおりであります。 

ａ．受注高 

  

ｂ．受注残高 

６．その他の情報

事業分野別 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

前年同四半期比

（％）  

システム・インテグレーションサービス（千円） 238,186  134,602 56.5

システム・メンテナンスサービス（千円） 3,200,748  3,366,372 105.2

プロフェッショナルサービス（千円）  3,453,620  2,290,478  66.3

合計（千円）  6,892,555  5,791,453  84.0

（注）上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。  

事業分野別 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

前年同四半期比

（％）  

システム・インテグレーションサービス（千円） 235,969  139,877 59.3

システム・メンテナンスサービス（千円） 3,261,280  3,306,033 101.4

プロフェッショナルサービス（千円）  3,233,533  2,169,448  67.1

合計（千円）  6,730,783  5,615,359  83.4

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高は「受注・売上管理規則」に基づき個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領したときをもって計上

しております。 

事業分野別 
前第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成21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サービス（千円） 26,000  24,910 95.8

システム・メンテナンスサービス（千円） 606,576  601,185 99.1

プロフェッショナルサービス（千円）  675,315  380,105  56.3

合計（千円）  1,307,892  1,006,201  76.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
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(3）販売実績 

当第３四半期連結累計期間の事業分野別販売実績は次のとおりであります。 

  

なお、業種別販売実績は次のとおりであります。 

  

  

  

事業分野別 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

前年同四半期比

（％）  

システム・インテグレーションサービス（千円）  229,569  126,756  55.2

システム・メンテナンスサービス（千円）  3,174,272  3,341,161  105.3

プロフェッショナルサービス（千円）  3,311,802  2,236,369  67.5

合計（千円）  6,715,644  5,704,287  84.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

業種別 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

前年同四半期比

（％）  

金融 
銀行・証券（千円）  2,704,145  1,717,572  63.5

保険（千円）  2,353,333  2,690,486  114.3

小計（千円）  5,057,478  4,408,059  87.2

公共（千円）  293,503  308,540  105.1

流通（千円）  310,901  228,409  73.5

クレジット（千円）  380,457  258,562  68.0

その他（千円）  673,301  500,715  74.4

合計（千円）  6,715,644  5,704,287  84.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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