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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 6,939 8.6 538 20.7 548 18.0 147 △40.5
22年3月期第3四半期 6,387 2.5 446 △6.2 464 4.7 248 9.0

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3月期第3四半期 29.31 ―
22年3月期第3四半期 97.94 ―

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 5,604 3,889 69.1 771.67
22年3月期 5,490 3,922 71.1 1,542.09

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,870百万円 22年3月期  3,906百万円

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   

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 ― 50.00 50.00
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 9,200 5.7 675 6.0 680 3.0 263 △24.6 51.91



(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  無  
（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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信【添付資料】２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．平成22年３月31日現在の株主に対し平成22年４月１日付けをもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしております。なお、「３．平成23年３
月期の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「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 5,093,280株 22年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  77,217株 22年3月期  13,575株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 5,039,955株 22年3月期3Q 2,533,158株
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（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国内経済は、政府による景気刺激策の効果や新興国を中心とした旺盛な需要

拡大により一部で穏やかな回復が見られた一方、長期化する円高や株価の低迷、慢性的なデフレや厳しい雇用環境

による個人消費の低迷が依然として続く厳しい状況で推移いたしました。 

 情報サービス業界におきましても、企業の情報化投資に対する慎重な姿勢は依然として続き、需要の減少と企業

間競争の激化による価格低下が進む等、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大に努めるととも

に、金融業における生命保険会社向け案件、銀行向け案件、製造業におけるオフィス用品総合メーカー向け案件を

中心に売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの連結売上高は6,939百万円（前年同四半期比8.6％増）となりました。また、連結営業

利益は538百万円（同20.7％増）、連結経常利益は548百万円（同18.0％増）、第２四半期において年金制度移行に

伴う過去勤務債務210百万円を特別損失に計上したことにより、連結四半期純利益は147百万円（同40.5％減）とな

りました。 

 事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。 

（システムインテグレーション・サービス） 

 金融業・製造業向けサービスを中心に、売上高は3,887百万円（前年同四半期比7.3％増）となりました。 

（システムアウトソーシング・サービス） 

 流通業向けのシステム維持管理サービスが堅調に推移した結果、売上高は1,389百万円（同9.8％増）となりまし

た。 

（プロフェッショナル・サービス） 

 金融業における信販会社向け案件の拡大、銀行向け統合開発環境構築サービスの拡大、通信業向けの情報インフ

ラ構築サービスの拡大に伴い、売上高は1,663百万円（同10.9％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は5,604百万円となり、前連結会計年度末と比較して113百万円の増

加となりました。また、負債合計は1,714百万円となり、前連結会計年度末と比較して147百万円の増加となりまし

た。これは主に、年金制度移行に伴い過去勤務債務を退職給付引当金に計上したことによるものです。純資産は

3,889百万円となり、前連結会計年度末と比較して33百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余金の配当

および自己株式の増加によるものです。これらの結果、自己資本比率は69.1％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く厳しい環境は依然として継続しておりますが、当第３四半期における業績は概ね計画ど

おり推移いたしました。第４四半期においては、好調を維持している生命保険会社向け案件、銀行向け案件等の金

融業向け案件や製造業向け案件を中心として、引き続き売上高・利益の確保に努めてまいります。したがって、当

初発表（平成22年４月28日）の通期連結業績予想に変更はございません。 

 なお、上記の予想は、当社グループが発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に

内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があ

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 

 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 

 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2,620千円、税金等調整前四半期純利益は24,153千円減少してお

ります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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 2,603,512 1,888,618

売掛金 1,432,942 1,841,627

有価証券 250,000 400,000

仕掛品 47,731 16,209

その他 178,712 189,095

貸倒引当金 △218 △2,439

流動資産合計 4,512,681 4,333,112

固定資産   

有形固定資産 101,885 95,910

無形固定資産 3,639 3,685

投資その他の資産   

投資有価証券 － 631,222

その他 985,971 426,382

投資その他の資産合計 985,971 1,057,604

固定資産合計 1,091,496 1,157,200

資産合計 5,604,177 5,490,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 385,825 407,666

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 99,490 168,048

賞与引当金 204,619 218,319

役員賞与引当金 24,759 37,888

その他 264,688 219,082

流動負債合計 1,259,383 1,331,005

固定負債   

退職給付引当金 223,988 52,040

役員退職慰労引当金 193,798 184,662

資産除去債務 37,736 －

固定負債合計 455,523 236,703

負債合計 1,714,906 1,567,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,442,692 2,421,607

自己株式 △62,642 △24,297

株主資本合計 3,857,047 3,874,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,710 38,411

為替換算調整勘定 △7,991 △6,497

評価・換算差額等合計 13,719 31,914

少数株主持分 18,504 16,383

純資産合計 3,889,271 3,922,604

負債純資産合計 5,604,177 5,490,313
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 6,387,998 6,939,948

売上原価 5,333,977 5,766,664

売上総利益 1,054,021 1,173,284

販売費及び一般管理費   

役員賞与引当金繰入額 15,000 24,692

賞与引当金繰入額 17,238 20,412

退職給付費用 4,671 6,827

役員退職慰労引当金繰入額 11,937 11,875

給料及び手当 124,108 129,434

その他 434,541 441,260

販売費及び一般管理費合計 607,497 634,503

営業利益 446,523 538,780

営業外収益   

受取利息 5,079 2,874

受取配当金 7,010 8,054

投資有価証券売却益 － 5,365

投資有価証券評価損戻入益 12,958 －

違約金収入 － 5,136

その他 7,693 1,453

営業外収益合計 32,742 22,884

営業外費用   

支払利息 3,503 2,925

支払手数料 3,202 3,013

投資有価証券評価損 － 4,901

事務所移転費用 6,469 －

その他 1,414 2,442

営業外費用合計 14,589 13,282

経常利益 464,675 548,382

特別利益   

貸倒引当金戻入額 621 2,221

保険解約返戻金 － 25,999

特別利益合計 621 28,221

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,533

投資有価証券評価損 － 51,565

持分変動損失 － 177

過去勤務債務償却額 － 210,098

特別損失合計 － 283,374

税金等調整前四半期純利益 465,296 293,229

法人税、住民税及び事業税 201,188 244,823

法人税等調整額 14,766 △97,377

法人税等合計 215,954 147,445

少数株主損益調整前四半期純利益 － 145,783

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,235 △1,954

四半期純利益 248,106 147,738
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 465,296 293,229

減価償却費 15,350 17,461

引当金の増減額（△は減少） △5,941 152,122

受取利息及び受取配当金 △12,089 △10,928

支払利息 3,503 2,925

投資有価証券評価損（△は戻入益） － 56,466

売上債権の増減額（△は増加） 153,333 408,284

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,153 △31,541

仕入債務の増減額（△は減少） △57,387 △21,700

その他 12,511 69,282

小計 507,424 935,601

利息及び配当金の受取額 11,999 11,679

利息の支払額 △3,590 △2,305

法人税等の支払額 △303,803 △314,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,029 630,494

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 100,000 100,000

有価証券の償還による収入 200,000 250,000

有形固定資産の取得による支出 △28,825 △5,082

投資有価証券の取得による支出 △109,776 △10,286

投資有価証券の売却による収入 10,955 14,436

その他 △14,658 △1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,693 347,528

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 △20,000 －

自己株式の増減額（△は増加） △206 △38,344

配当金の支払額 △126,613 △126,760

少数株主からの払込みによる収入 2,793 4,375

少数株主への配当金の支払額 △225 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,251 △161,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,398 △2,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224,073 814,893

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,896 1,618,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,706,970 2,433,512
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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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