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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）潜在株式調整後1株あたり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株あたり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第3四半期 2,803 △17.6 58 ― 57 ― △4 ―
21年3月期第3四半期 3,401 ― △101 ― △101 ― △74 ―

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 △172.04 ―
21年3月期第3四半期 △2,629.17 ―

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 1,453 765 52.7 27,121.76
21年3月期 1,492 770 51.6 27,318.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  765百万円 21年3月期  770百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 3,836 △18.7 74 550.6 71 717.5 10 △37.4 356.77
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4.  その他 
(1) 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  無  

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 29,560株 21年3月期  29,560株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,343株 21年3月期  1,343株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 28,217株 21年3月期第3四半期 28,217株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した業績予想数値は、現時点で当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は今後様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。 
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当第３四半期会計期間において、わが国の経済は、海外経済の回復傾向や過去最大規模の景気対策等に伴い景気後

退に落ち着きは見せつつあるものの、経済活動は極めて低水準に留まり、企業における雇用や設備投資への見通しは

依然として厳しい状況が続いております。  

 こうした景気情勢ではありますが、当社が属するインターネット業界では、EC（電子商取引）を中心に市場は引き

続き拡大傾向にあり、顧客企業においては、よりインターネットの技術を活用した付加価値や費用対効果の高いサー

ビスの提供を志向しております。  

 当社では、そうした顧客企業のニーズに合致するサービスとして、アクセスログ等のデータベースを用いて、顧客

企業のウェブマーケティング効果を高める各種サービスの開発・提供を行っている他、当社の強みである大口顧客企

業との関係をさらに強化・拡大するため、ワークショップ等のプロモーション活動を推進しております。 

また、生産性・収益性を高める方針のもと、案件別の収益管理の強化、不採算案件の削減に継続して取り組んだほ

か、ウェブ開発センターを中心としたノウハウ蓄積・品質向上の取り組みや、全社的な生産性向上に向けた取り組み

等を継続して行っております。 

 経費に関しても９月の本社オフィス移転により大幅なコスト削減を実現したことに加え、その他の販売管理費等の

間接コスト削減にも引き続き取り組むことで、収益性の改善を図っております。 

  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,803百万円（前年同四半期比17.6％減）、営業利益は58百万円

（前年同四半期は営業損失101百万円）、経常利益は57百万円（前年同四半期は経常損失101百万円）、四半期純損失

4百万円（前年同四半期は四半期純損失74百万円）となりました。 

   

  

(１)財政状態 

 （総資産） 

 当第３四半期会計期間末の総資産は1,453百万円（前事業年度末比39百万円の減少）となりました。これは主とし

て、現金及び預金が105百万円増加したものの、売掛債権が33百万円、投資その他の資産が76百万円減少したことに

よるものです。 

 （負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債は688百万円（前事業年度末比33百万円の減少）となりました。これは主として、

借入金が70百万円増加したものの、買掛金が51百万円、本社移転損失引当金が31百万円減少したことによるもので

す。 

 （純資産） 

 純資産につきましては765百万円（前事業年度末比5百万円の減少）となりました。これは主として、四半期純損失

によるものです。 

(3)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前事業年度末に比べ105

百万円増加し、484百万円となりました。 

  （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いて営業活動の結果使用した資金は、9百万円（前年同四半期は151百万円の獲得）とな

りました。収入の主な内訳は、売上債権の減少28百万円、その他の流動資産の減少29百万円によるものであり、支出

の主な内訳は、仕入債務の減少51百万円によるものです。 

（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いて投資活動の結果得られた資金は、45百万円（前年同四半期比29百万円減）となりま

した。収入の主な内訳は、その他の収入111百万円によるものであり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得28百

万円、その他の支出34百万円によるものです。 

（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いて財務活動の結果得られた資金は、69百万円（前年同四半期は141百万円の使用）と

なりました。これは、主として長期借入れによるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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平成21年11月13日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

 第１四半期会計期間より「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）を適用しております

が、工事進行基準の適用要件を満たすプロジェクトが存在しないため、工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間における損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）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

（２）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
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５．四半期財務諸表 
（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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 484,996 379,450

受取手形及び売掛金 713,122 746,931

仕掛品 32,029 48,484

その他 9,858 38,043

貸倒引当金 △49 △1,517

流動資産合計 1,239,957 1,211,391

固定資産   

有形固定資産 44,116 35,822

無形固定資産 18,629 18,271

投資その他の資産 150,818 227,236

固定資産合計 213,565 281,330

資産合計 1,453,522 1,492,722

負債の部   

流動負債   

買掛金 377,831 429,226

1年内返済予定の長期借入金 16,008 －

未払金及び未払費用 147,026 155,774

未払法人税等 3,131 6,657

賞与引当金 20,443 33,291

本社移転損失引当金 － 31,088

その他 39,804 30,201

流動負債合計 604,245 686,240

固定負債   

長期借入金 54,654 －

リース資産減損勘定 19,264 35,627

その他 10,063 －

固定負債合計 83,982 35,627

負債合計 688,228 721,868
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △361,598 △356,743

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 765,999 770,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △704 －

評価・換算差額等合計 △704 －

純資産合計 765,294 770,854

負債純資産合計 1,453,522 1,492,722
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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 3,401,734 2,803,755

売上原価 2,885,967 2,334,660

売上総利益 515,767 469,095

販売費及び一般管理費 617,621 410,674

営業利益又は営業損失（△） △101,853 58,420

営業外収益   

受取利息 588 83

受取配当金 266 96

償却債権取立益 3,622 －

受取保険金 － 401

その他 1,290 5

営業外収益合計 5,767 586

営業外費用   

支払利息 1,610 1,008

支払手数料 2,239 －

過年度消費税等 － 423

その他 1,182 382

営業外費用合計 5,032 1,814

経常利益又は経常損失（△） △101,118 57,192

特別利益   

投資有価証券売却益 46,716 －

貸倒引当金戻入額 － 1,467

その他 915 －

特別利益合計 47,632 1,467

特別損失   

固定資産除却損 － 26,413

支社閉鎖損失 14,685 －

支社閉鎖損失引当金繰入額 1,614 －

本社移転損失 － 28,544

特別退職金 － 6,840

その他 1,814 －

特別損失合計 18,114 61,797

税引前四半期純損失（△） △71,600 △3,136

法人税、住民税及び事業税 2,586 1,717

法人税等合計 2,586 1,717

四半期純損失（△） △74,187 △4,854
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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   

税引前四半期純損失（△） △71,600 △3,136

減価償却費 7,171 10,866

支社閉鎖損失 14,685 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △15,200 －

支社閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16 －

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － △31,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,688 △1,467

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,653 △12,847

受取利息及び受取配当金 △855 △180

支払利息 1,610 1,008

投資有価証券売却損益（△は益） △46,716 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,345 －

固定資産除却損 469 26,413

特別退職金 － 6,840

売上債権の増減額（△は増加） 381,379 28,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,823 16,454

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,727 29,778

仕入債務の増減額（△は減少） 33,511 △51,394

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113,311 △16,458

小計 155,068 3,258

利息及び配当金の受取額 855 180

利息の支払額 △1,241 △2,636

特別退職金の支払額 － △6,840

法人税等の支払額 △2,901 △3,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,780 △9,196

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 △1,048 △28,528

無形固定資産の取得による支出 △18,407 △2,500

投資有価証券の取得による支出 △902 △921

投資有価証券の売却による収入 56,750 －

その他の支出 △10,960 △34,622

その他の収入 49,045 111,591

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,475 45,018
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △66,672 －

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △75,000 △9,338

リース債務の返済による支出 － △937

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,672 69,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,584 105,546

現金及び現金同等物の期首残高 525,105 379,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 609,689 484,996
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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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