
１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  1,108  △10.5  △67  －  △55  －  △40  －

22年3月期第１四半期  1,238  △20.4  △18  －  △16  －  △14  －

  
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１四半期  △11 05  －      

22年3月期第１四半期  △4  03  －      

  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１四半期  4,329  3,334  76.3  901  89

22年3月期  4,520  3,411  74.7  922  53

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 3,302百万円 22年3月期 3,377百万円

  
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 －     8 00  8  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －     10 00  10  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  2,667  2.2  44  686.4  54  443.7  22  －  6  20

通期  5,927  6.4  327  265.5  339  195.1  194  －  53  14

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有・無
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 ４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．2「その他」をご覧ください。） 

新規     －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（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。 

  

（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 

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〕

Ｐ．1「連結業績予想に関する定性的情報」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 ： 有・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

②  ①以外の変更              ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 3,940,000株 22年3月期 3,940,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 278,361株 22年3月期 278,361株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 3,661,639株 22年3月期１Ｑ 3,661,639株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景に生産や消費面に一時持ち直しの動きがみられ

ました。しかしながら国内での厳しい雇用問題や欧州各国における債務問題等から、景気回復の先行きは不透明

感を高めることとなりました。 

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、依

然として厳しい状況のまま推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の

強化、新規採用の抑制、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比10.5％減）、営業損失は 千円

（前年同期は 千円の営業損失）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常損失）、四

半期純損失は 千円（前年同期は 千円の四半期純損失）となりました。 

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮

小もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比16.5％減）、営業損失は 千円

（前年同期は 千円の営業利益）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの引き合いは増えておりますが成約までには至っておらず、

受注の減少が予想を上回り、技術者の待機状態が発生いたしました。また、厳しい受注条件が続いており、低単

価の受注、不採算案件の発生等の影響により利益の減少がありました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比9.8％減）、営業損失 千円（前年

同期は 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注が徐々に回復し順調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比6.7％増）、営業利益 千円（同

152.6％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１四半期末の総資産は、売掛金の減少により前期末比 千円減の 千円となりました。純資産

は、利益剰余金等の減少により前期末比 千円減の 千円となり、自己資本比率は ％となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況 ） 

 当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損

失が 千円となり、賞与引当金の減少 千円、売上債権の減少 千円、たな卸資産の増加

千円、配当金の支払額 千円により、当第１四半期連結会計期間末には 千円となりまし

た。その結果資金残高は、前連結会計年度末に比べ 千円増加となりました。 

 当第１四半期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） 

 営業活動により獲得した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の獲得）となりました。これは主に

賞与引当金の減少 千円、売上債権の減少 千円、たな卸資産の増加 千円等によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の獲得）となりました。これは主に子

会社株式の取得による支出 千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は 千円（前年同期は 千円の資金の使用）となりました。これは配当金の

支払額によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成22年５月13日付の「平成22年３月期決算短信」にて公表しました業績予想の

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

1,108,359 △67,315

△18,173 △55,950 △16,341

△40,460 △14,753

364,795 △24,018

1,482

612,676 △62,454

△27,240

130,887 19,158

211,770 4,308,998

76,389 3,334,763 76.6

△65,121 △117,716 522,755

△87,115 △29,293 2,296,146

240,243

273,473 188,713

△117,716 522,755 △87,115

△3,937 5,190

△4,250

△29,293 48,501
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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 

１．簡便な会計処理 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法は、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

償却額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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場合は、前連

結会計年度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。 

  ２．特有の会計処理 

税金費用については、当第１四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、税引前四半期純損失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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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。 

 これにより営業損失、経常損失はそれぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は 千円増加して

おります。 

表示方法の変更  

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

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

380 7,993
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,296,146 2,055,902

受取手形及び売掛金 596,502 1,119,257

商品及び製品 11,032 11,604

仕掛品 179,812 85,734

原材料及び貯蔵品 9,815 16,205

その他 153,922 120,399

貸倒引当金 △295 △562

流動資産合計 3,246,936 3,408,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 328,506 328,506

減価償却累計額 △183,107 △180,020

建物及び構築物（純額） 145,398 148,485

機械装置及び運搬具 148,774 149,624

減価償却累計額 △141,276 △141,285

機械装置及び運搬具（純額） 7,498 8,339

土地 112,278 112,278

その他 168,988 170,007

減価償却累計額 △140,423 △137,778

その他（純額） 28,565 32,228

有形固定資産合計 293,741 301,332

無形固定資産   

のれん 165,279 168,263

ソフトウエア 69,484 74,609

その他 10,721 10,747

無形固定資産合計 245,485 253,620

投資その他の資産   

投資有価証券 66,683 76,477

長期貸付金 4,695 5,436

繰延税金資産 156,504 153,138

その他 315,814 322,222

投資その他の資産合計 543,697 557,274

固定資産合計 1,082,924 1,112,227

資産合計 4,329,861 4,520,768
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,779 55,530

未払金 203,997 257,296

未払法人税等 － 8,197

賞与引当金 37,396 155,112

役員賞与引当金 1,791 7,715

受注損失引当金 5,270 15,479

その他 171,194 71,656

流動負債合計 448,429 570,987

固定負債   

退職給付引当金 482,188 476,009

役員退職慰労引当金 64,478 62,618

固定負債合計 546,667 538,628

負債合計 995,097 1,109,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,751,694 2,821,447

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,293,564 3,363,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,837 14,655

評価・換算差額等合計 8,837 14,655

少数株主持分 32,361 33,179

純資産合計 3,334,763 3,411,153

負債純資産合計 4,329,861 4,520,768
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,238,593 1,108,359

売上原価 1,011,495 943,099

売上総利益 227,098 165,259

販売費及び一般管理費 245,272 232,574

営業損失（△） △18,173 △67,315

営業外収益   

受取利息 92 225

受取配当金 287 325

不動産賃貸料 240 240

受取還付金 753 －

助成金収入 － 9,853

雑収入 542 801

営業外収益合計 1,915 11,445

営業外費用   

不動産賃貸原価 82 80

営業外費用合計 82 80

経常損失（△） △16,341 △55,950

特別利益   

投資有価証券売却益 117 －

特別利益合計 117 －

特別損失   

固定資産除却損 － 81

投資有価証券評価損 － 610

投資有価証券売却損 466 －

事務所移転費用 － 867

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,612

特別損失合計 466 9,171

税金等調整前四半期純損失（△） △16,690 △65,121

法人税等 △3,083 △23,843

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △41,278

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,146 △817

四半期純損失（△） △14,753 △40,460
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △16,690 △65,121

減価償却費 13,767 13,418

のれん償却額 8,674 7,233

有形固定資産除却損 － 81

投資有価証券売却損益（△は益） 349 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 610

賞与引当金の増減額（△は減少） △132,107 △117,716

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,005 △5,924

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,315 6,179

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 752 1,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △267

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △10,209

受取利息及び受取配当金 △379 △550

売上債権の増減額（△は増加） 470,040 522,755

未払金の増減額（△は減少） △88,623 △53,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,174 △87,115

仕入債務の増減額（△は減少） △11,422 △26,750

その他 51,144 90,148

小計 222,640 275,331

利息及び配当金の受取額 378 550

法人税等の支払額 △34,306 △2,407

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,713 273,473

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △150 －

投資有価証券の売却による収入 873 －

無形固定資産の取得による支出 － △758

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 1,767 1,071

投融資の回収による収入 3,000 －

子会社株式の取得による支出 － △4,250

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,190 △3,937

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △47,601 △29,293

少数株主への配当金の支払額 △900 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,501 △29,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,402 240,243

現金及び現金同等物の期首残高 2,101,080 2,055,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,246,483 2,296,146
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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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な製品は下記のとおりであります。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在

する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）において、海外売上高がないため当該事

項はありません。 

  

〔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、取締役会が、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、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「情報処理

サービス事業」、「システム開発事業」及び「アッセンブリー事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

「情報処理サービス事業」は、データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーション、

ＣＴＩを行っております。「システム開発事業」は、ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、

システム導入・運用サポートを行っております。「アッセンブリー事業」は、パッケージソフトの製造配送を

行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
情報処理サ
ービス事業
（千円） 

システム開
発事業 
（千円） 

アッセンブ
リー事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  436,638  679,253  122,702  1,238,593  －  1,238,593

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  436,638  679,253  122,702  1,238,593  －  1,238,593

営業利益又は営業損失（△）  1,482  △27,240  7,583  △18,173  －  △18,173

事業区分 主要製品 

情報処理サービス事業 
データソリューション、データ＆ライブラリー、システムオペレーショ

ン、ＣＴＩ 

システム開発事業 
ソフトウエア開発受託、システムコンサルテーション、システム導入・運

用サポート 

アッセンブリー事業 パッケージソフトの製造配送 

7

システムズ・デザイン㈱　（3766）　平成23年３月期第１四半決算短信 



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１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）         （単位：千円） 

     （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

（追加情報） 

当第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。  

  

  

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開発 アッセンブリー 合計 

売上高                                    

外部顧客に対す

る売上高 
 364,795  612,676  130,887  1,108,359  －  1,108,359

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  364,795  612,676  130,887  1,108,359  －  1,108,359

セグメント利益又

は損失（△） 
 △24,018  △62,454  19,158  △67,315  －  △67,315

（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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