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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 20,903 △19.6 △1,331 ― △1,323 ― △1,753 ―

21年3月期第3四半期 25,999 ― △776 ― △775 ― △1,278 ―

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 △140.90 ―

21年3月期第3四半期 △102.65 ―

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 17,086 1,783 10.0 137.69
21年3月期 20,842 3,452 16.0 267.02

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,713百万円 21年3月期  3,324百万円

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  有  
 

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 32,400 △16.9 △1,024 ― △1,051 ― △1,537 ― △123.49
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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、４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、４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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可
能性がありますことをご承知おきください。 

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） 22年3月期第3四半期 12,561,219株 21年3月期  12,561,219株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  116,520株 21年3月期  111,424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 12,446,693株 21年3月期第3四半期 12,456,360株
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【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導の景気対策による下支えや新興国へ
の輸出増など一部で回復の兆候が見られるものの、民間需要は弱含みの状態が続いており、設備投
資や雇用情勢は依然として低位で推移していることから、本格的な景気回復には至っておりません。 
当情報サービス業界においては企業業績の回復に合わせ、大手企業の一部では設備投資に復調の

兆しが見え始めましたが、当社グループの主要顧客層である中堅中小企業では業績回復の遅れを背
景とした投資の抑制と先送りの傾向が続くなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しさを増し
ております。 
こうした環境のなか、当社グループは業績改善実施プランを策定し、アカウントプラン活用によ

る安定収益の確保、高収益ビジネスへのシフト、営業効率の向上、諸経費全般にわたるコスト削減
活動の実行等成長基盤の確立と利益構造の改革を進めてまいりましたが、当第３四半期連結累計期
間の業績は、受注高 241 億５百万円、（前年同期比 93.7％）、売上高 209 億３百万円（前年同期比
80.4％）の減収となりました。 
利益面につきましては、売上減少による売上総利益の低下に加え、SI 不採算プロジェクトおよび

将来の損失可能性を見積評価したことによる仕掛品評価損失５億 39 百万円を計上いたしました。
これにより、営業損失 13 億 31 百万円（前年同期営業損失７億 76 百万円）、経常損失 13 億 23 百万
円（前年同期経常損失７億 75 百万円）となりました。なお、当期の業績を踏まえ、繰延税金資産
の回収可能性を慎重に見直したことにより、当第３四半期決算において繰延税金資産を取崩し、３
億 52 百万円を法人税等調整額として計上したほか、法人税、住民税及び事業税ならびに過年度法
人税等を計上した結果、四半期純損失につきましては 17 億 53 百万円（前年同期四半期純損失 12
億 78 百万円）となりました。 
 

＜部門別の業績について＞ 
部門別に概観いたしますと、情報通信機器部門は企業の投資抑制とデフレによる価格競争激化に

より、受注高 60 億 24 百万円（前年同期比 82.0％）、売上高 63 億 51 百万円（前年同期比 66.8％）
と前年同期比で減少いたしました。 
ソリューションサービス部門は、受注高 180 億 81 百万円（前年同期比 98.3％）、売上高 145 億

52 百万円（前年同期比 88.3％）となりました。同部門の内訳としては、ソフトウェアサービスが、
受注高 115 億 86 百万円（前年同期比 119.8％）、売上高 86 億 80 百万円（前年同期比 101.3％）、保
守サービスが、受注高 45 億 67 百万円（前年同期比 94.8％）、売上高 39 億 93 百万円（前年同期比
88.9％）となりましたが、ネットワーク工事につきましては、金融・証券分野の大幅な投資抑制に
より、受注高 19 億 27 百万円（前年同期比 49.4％）、売上高 18 億 78 百万円（前年同期比 54.8％）
と大きく減少いたしました。 
 

＜当社グループの四半期業績の特性について＞ 
情報サービス産業の特性として、ハードウェアならびにシステムの導入および更新が年度の節目

である９月、３月に集中して計上される傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第
２四半期、第４四半期に集中、増加する特性があります。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より37億55百万円減少し、170億
86百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が46億円減少したこと、および仕掛
品が10億42百万円増加したことであります。 

負債合計については、前連結会計年度末より20億86百万円減少し、153億３百万円となりました。
この主な要因は、支払手形及び買掛金が23億９百万円減少したことであります。 

 
(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、11 億 51 百万円の支出（前年同期は 12 億 15 百万円の収
入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失 13 億 18 百万円、売上債権の減少 46 億
６百万円、たな卸資産の増加 10 億 36 百万円及び仕入債務の減少 23 億９百万円によるものであり
ます。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、59 百万円の収入（前年同期は 37 百万円の支出）であり、
主に定期預金の払戻しによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、９億 45 百万円の収入（前年同期は１億 30 百万円の収入）
であり、主に社債発行によるものであります。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計
年度の期末残高より１億 47 百万円減少し、27 億 87 百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
最近の業績動向を踏まえ、平成 21 年５月 15 日に公表しました通期連結業績予想を修正すること

といたしました。詳細につきましては、本日（平成 22 年２月 10 日）公表の「通期業績予想の修正
および繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参照ください。 

 
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） 

該当事項はありません。 
 
(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 

①棚卸資産の評価方法は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理
的な方法により算出する方法によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法は、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
る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっております。 

 
(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 

請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準
及び検収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以降に
着手した請負工事及びソフトウェアの受注制作のうち、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ものについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他については工事完成基準及び検収基準を適用しております。 
 これにより売上高は１億12百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失
は９百万円減少しております。 
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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 2,910,437 3,054,364

受取手形及び売掛金 4,523,962 9,124,151

機器及び材料 14,209 19,772

仕掛品 5,419,670 4,377,362

その他 361,298 391,123

貸倒引当金 △7,625 △6,136

流動資産合計 13,221,953 16,960,638

固定資産   

有形固定資産 1,347,516 1,375,074

無形固定資産 244,489 142,215

投資その他の資産   

投資有価証券 1,642,148 1,416,903

その他 704,561 1,040,044

貸倒引当金 △88,648 △92,717

投資その他の資産合計 2,258,061 2,364,231

固定資産合計 3,850,068 3,881,521

繰延資産 14,923 －

資産合計 17,086,944 20,842,159

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,460,488 5,769,946

短期借入金 1,893,000 1,825,000

1年内償還予定の社債 265,200 －

未払法人税等 31,602 86,733

賞与引当金 149,500 433,100

製品保証引当金 3,400 5,100

その他 1,225,316 1,207,766

流動負債合計 7,028,506 9,327,647

固定負債   

社債 534,800 －

長期借入金 115,000 －

退職給付引当金 7,357,202 7,892,167

役員退職慰労引当金 124,515 118,940

手数料返還引当金 10,000 11,000

負ののれん 129 516

その他 133,394 39,884

固定負債合計 8,275,040 8,062,510

負債合計 15,303,547 17,390,157
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,654,257 3,654,257

資本剰余金 272,811 272,811

利益剰余金 △2,222,052 △468,279

自己株式 △27,507 △26,636

株主資本合計 1,677,507 3,432,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,033 △106,384

繰延ヘッジ損益 － △1,436

評価・換算差額等合計 36,033 △107,821

新株予約権 － 72,392

少数株主持分 69,856 55,279

純資産合計 1,783,397 3,452,002

負債純資産合計 17,086,944 20,842,159
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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 25,999,083 20,903,928

売上原価 21,832,096 17,837,288

売上総利益 4,166,987 3,066,640

販売費及び一般管理費 4,943,858 4,398,398

営業損失（△） △776,871 △1,331,758

営業外収益   

受取利息 7,290 3,326

受取配当金 19,030 16,831

負ののれん償却額 － 387

持分法による投資利益 17,824 21,955

その他 18,690 26,107

営業外収益合計 62,834 68,608

営業外費用   

支払利息 22,544 39,911

投資事業組合運用損 － 11,426

支払手数料 15,532 －

固定資産除却損 9,724 1,178

その他 13,792 7,817

営業外費用合計 61,593 60,334

経常損失（△） △775,630 △1,323,484

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 692

新株予約権戻入益 － 81,288

手数料返還引当金戻入額 4,877 －

特別利益合計 4,877 81,981

特別損失   

投資有価証券売却損 370 －

会員権評価損 12,075 －

投資有価証券評価損 118,379 76,117

固定資産評価損 － 1,203

特別損失合計 130,824 77,321

税金等調整前四半期純損失（△） △901,578 △1,318,824

法人税、住民税及び事業税 53,151 50,102

過年度法人税等 － 15,969

法人税等調整額 328,038 352,949

法人税等合計 381,189 419,021

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,144 15,927

四半期純損失（△） △1,278,623 △1,753,773
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,754,300 5,936,070

売上原価 5,675,813 5,544,412

売上総利益 1,078,487 391,657

販売費及び一般管理費 1,608,349 1,473,215

営業損失（△） △529,861 △1,081,558

営業外収益   

受取利息 1,858 565

受取配当金 6,609 6,664

負ののれん償却額 － 129

持分法による投資利益 12,145 6,619

その他 3,823 14,370

営業外収益合計 24,437 28,349

営業外費用   

支払利息 7,258 14,193

支払手数料 5,176 －

固定資産除却損 7,452 315

その他 886 5,449

営業外費用合計 20,773 19,957

経常損失（△） △526,197 △1,073,166

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,239 －

特別利益合計 5,239 －

特別損失   

会員権評価損 2,200 －

投資有価証券評価損 26,717 8,875

固定資産評価損 － 1,203

特別損失合計 28,917 10,079

税金等調整前四半期純損失（△） △549,875 △1,083,245

法人税、住民税及び事業税 14,503 8,419

過年度法人税等 － 15,969

法人税等調整額 262,799 292,821

法人税等合計 277,303 317,209

少数株主利益 370 10,672

四半期純損失（△） △827,549 △1,411,127
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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損失（△） △901,578 △1,318,824

減価償却費 111,460 73,128

のれん償却額 580 －

負ののれん償却額 － △387

賞与引当金の増減額（△は減少） △403,200 △283,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,159 △2,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,747 5,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） 234,559 △534,965

受取利息及び受取配当金 △26,539 △20,157

支払利息 22,544 39,911

持分法による投資損益（△は益） △17,824 △21,955

固定資産除却損 9,724 1,178

固定資産評価損 － 1,203

投資有価証券売却損益（△は益） 370 －

投資有価証券評価損益（△は益） 118,379 76,117

会員権評価損 12,075 －

新株予約権戻入益 － △81,288

売上債権の増減額（△は増加） 6,849,447 4,606,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,616,739 △1,036,518

仕入債務の増減額（△は減少） △3,025,180 △2,309,458

その他 △46,359 △221,761

小計 1,312,133 △1,028,058

利息及び配当金の受取額 25,858 20,365

利息の支払額 △23,534 △39,301

法人税等の支払額 △99,370 △104,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,215,086 △1,151,704

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 △21,854 △3,145

定期預金の払戻による収入 － 301,000

投資有価証券の取得による支出 △5,706 △112,783

投資有価証券の売却による収入 4,779 －

有形固定資産の取得による支出 △5,635 △2,068

無形固定資産の取得による支出 △16,844 △134,452

その他 7,686 10,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,574 59,022
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,225,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △72,686 △17,000

リース債務の返済による支出 △17,984 △18,136

社債の発行による収入 － 782,985

自己株式の取得による支出 △1,453 △871

配当金の支払額 △80 △19

少数株主への配当金の支払額 △1,890 △1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,905 945,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,308,418 △147,073

現金及び現金同等物の期首残高 1,233,053 2,934,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,541,471 2,787,908
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(4)継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

受注および販売の状況 
(1)連結受注実績 

（単位：千円） 

 

(2)連結販売実績 
（単位：千円） 

 

 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

% % % % % 

6,351,807 30.4 9,511,662 36.6 △33.2 1,540,427 26.0 13,664,913 35.0 

 ソフトウェアサービス 8,680,868 41.5 8,568,276 32.9 1.3 2,545,432 42.9 14,112,172 36.2 

 保守サービス 3,993,155 19.1 4,492,224 17.3 △11.1 1,244,619 20.9 6,082,507 15.6 

 ネットワーク工事 1,878,097 9.0 3,426,919 13.2 △45.2 605,590 10.2 5,149,569 13.2 

小　　　　計 14,552,121 69.6 16,487,421 63.4 △11.7 4,395,642 74.0 25,344,249 65.0 

20,903,928 100.0 25,999,083 100.0 △19.6 5,936,070 100.0 39,009,163 100.0 

 情報通信機器

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

合　　　　計

前連結会計年度

(21.4.1～21.12.31) (20.4.1～20.12.31) (20.4.1～21.3.31)

期別 
対前年同
期増減率

 部門・品目

(21.10.1～21.12.31)

当四半期当第３四半期 前第３四半期

受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

% % % % % 

6,024,291 25.0 7,345,179 28.5 △18.0 1,775,466 24.3 10,437,731 30.2 

 ソフトウェアサービス 11,586,615 48.1 9,670,763 37.6 19.8 3,022,118 41.4 13,197,480 38.2 

 保守サービス 4,567,050 18.9 4,817,244 18.7 △5.2 1,914,856 26.2 6,258,549 18.2 

 ネットワーク工事 1,927,920 8.0 3,903,650 15.2 △50.6 593,860 8.1 4,632,628 13.4 

小　　　　計 18,081,586 75.0 18,391,658 71.5 △1.7 5,530,834 75.7 24,088,657 69.8 

24,105,877 100.0 25,736,838 100.0 △6.3 7,306,301 100.0 34,526,389 100.0 

前連結会計年度

(21.4.1～21.12.31) (20.4.1～20.12.31) (20.4.1～21.3.31)

当第３四半期
対前年同
期増減率

当四半期

(21.10.1～21.12.31)

前第３四半期期別 

 部門・品目

合　　　　計

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

 情報通信機器
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