
  

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

  

  

（２）財政状態 

  

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 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  151  27.6  14  －  14  －  13  －

22年３月期第１四半期  118  △16.5  △9  －  △9  －  △8  －

  
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  1,398  87  1,387  53

22年３月期第１四半期  △833  43  －      

  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  631  509  80.7  54,815  15

22年３月期  638  503  78.8  54,142  16

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 509百万円 22年３月期 503百万円

  
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 －      750 00  750  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      750 00  750  00

  （％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）  300  17.5  10  16.2  10  10.7  10  12.5  1,075  50

通期  600  0.9  40  △29.0  40  △29.7  40  △15.6  4,302  00



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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 

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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,631株 22年３月期 11,631株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,333株 22年３月期 2,333株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,298株 22年３月期１Ｑ 10,784株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国の経済は、企業収益の改善や個

人消費の持ち直しなどにより、景気は回復傾向にあるものの、不安定な雇用情勢や海外経済の下振れ、デフレ傾向

の強まりなど、引き続き予断を許さない状況にあります。当社が属する情報サービス産業においても、IT投資を抑

制する企業は依然として多く、厳しい競争環境が続いています。 

 このような状況の下、当事業年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）は、収益改善策として前事業年度に

取り組んだ利益率の高いASP・SaaS※の増強を継続しつつ、中長期的な視点での当社の発展のため、新しい成長エ

ンジンを発掘・育成することに注力してまいります。アプリケーション開発事業に比べると特色や利幅の薄い受託

開発事業は思い切って縮小し、アプリケーション開発事業や新規事業のテストマーケティング等の業務への再配置

を進めています。 

 これらの結果、当第１四半期会計期間においては、売上高151,613千円（前年同期比27.6％増）、営業利益

14,554千円（前年同期は営業損失9,075千円）、経常利益14,733千円（前年同期は経常損失9,150千円）、四半期純

利益13,006千円（前年同期は四半期純損失8,987千円）となりました。 

  

事業別の状況は以下のとおりです。 

  

①アプリケーション開発事業 

増強中のASP・SaaS案件がおおよそ順調に進んだことに加え、比較的大型の案件の受注もあったため、売上高は

103,369千円（前年同期比44.9％増）となりました。 

  

②受託開発事業 

前述のとおり、新しい成長エンジン発掘のため、発展的に事業を縮小中ですが、既存案件の納品等により、売上高

は48,244千円（前年同期比1.6％増）となりました。 

  

※ASP・SaaS（エーエスピー・サース） 

ソフトウェア提供者（この場合、当社）が管理するサーバー上で稼動しているソフトウェアを、ユーザー企業がイ

ンターネット経由でサービスとして利用する形態。ユーザー企業は、サーバー・ソフトウェアの管理やライセンス

費用の負担なく、毎月の使用料を支払うことで、比較的安価な利用が可能となる。 

  

  

（２）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１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ7,354千円減少し、631,588千円（前事業年度末比

1.2％減）となりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ現金及び預金が17,445千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が53,337千円

減少したことにより27,980千円減少いたしました。固定資産は、前事業年度末に比べ有形固定資産が17,907千円増

加したことにより20,625千円増加いたしました。 

 当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ13,611千円減少し、121,917千円（前事業年度末比

10.0％減）となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ買掛金が14,975千円減少したことにより22,179千円減少いたしました。固定負

債は、当第１四半期会計期間より資産除去債務6,847千円を計上したことにより、8,567千円増加いたしました。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度に比べ6,257千円増加し、509,671千円（前事業年度末比1.2％

増）となりました。これは、剰余金の配当により6,973千円減少した一方で、四半期純利益13,006千円を計上した

ことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前事業年度末に比べ17,415千円増加し、390,751

千円(前事業年度末比4.7％増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発生要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、37,452千円となりました。主な資金減少要因と

して仕入債務の減少額14,975千円、本社移転損失引当金の減少額6,880千円があったものの、主な資金増加要因と

して売上債権の減少額53,337千円、税引前四半期純利益15,695千円があったことによるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果支払われた資金は、15,593千円となりました。主な要因は、有形

固定資産の取得による支出13,140千円、定期預金の預入による支出1,529千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） 

 当第１四半期会計期間において財務活動の結果支払われた資金は、4,443千円となりました。これは、配当金の

支払額によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間の業績は順調に推移いたしましたが、第２四半期以降についてはまだ不確定な要素を含ん

でいるため、平成22年５月10日付当社「平成22年３月期決算短信」にて公表した平成23年３月期第２四半期累計期

間業績予想及び平成23年３月期通期業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「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、経常利益、税引前四半期純利益が422千円減少しております。 

  

（３）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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 421,065 403,620

受取手形及び売掛金 75,284 128,622

仕掛品 4,644 3,741

その他 22,582 16,330

貸倒引当金 △1,069 △1,826

流動資産合計 522,508 550,488

固定資産   

有形固定資産 26,524 8,616

無形固定資産 13,891 14,634

投資その他の資産   

その他 68,795 65,333

貸倒引当金 △130 △130

投資その他の資産合計 68,665 65,203

固定資産合計 109,080 88,454

資産合計 631,588 638,943

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,059 21,034

未払法人税等 630 1,994

製品保証引当金 134 361

賞与引当金 2,002 7,685

本社移転損失引当金 － 6,880

その他 91,176 84,226

流動負債合計 100,004 122,183

固定負債   

長期前受収益 8,500 9,549

資産除去債務 6,847 －

その他 6,565 3,795

固定負債合計 21,913 13,345

負債合計 121,917 135,529
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 322,420 322,420

資本剰余金 243,954 301,086

利益剰余金 13,006 △50,158

自己株式 △75,467 △75,467

株主資本合計 503,914 497,881

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,756 5,532

評価・換算差額等合計 5,756 5,532

純資産合計 509,671 503,413

負債純資産合計 631,588 638,943
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 118,794 151,613

売上原価 49,224 55,031

売上総利益 69,569 96,581

販売費及び一般管理費 78,644 82,027

営業利益又は営業損失（△） △9,075 14,554

営業外収益   

受取利息 65 41

受取配当金 6 6

雑収入 33 140

営業外収益合計 105 187

営業外費用   

支払手数料 179 －

雑損失 1 9

営業外費用合計 180 9

経常利益又は経常損失（△） △9,150 14,733

特別利益   

貸倒引当金戻入額 173 757

製品保証引当金戻入額 61 226

特別利益合計 235 983

特別損失   

固定資産除却損 － 21

特別損失合計 － 21

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,915 15,695

法人税、住民税及び事業税 72 72

法人税等調整額 － 2,616

法人税等合計 72 2,688

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,987 13,006
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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１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△8,915 15,695

減価償却費 2,700 3,587

商標権償却 16 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 △757

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,060 △5,683

製品保証引当金の増減額（△は減少） △61 △226

本社移転損失引当金の増減額 (△は減少) － △6,880

受取利息及び受取配当金 △71 △47

固定資産除却損 － 21

売上債権の増減額（△は増加） 8,664 53,337

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,644 △902

仕入債務の増減額（△は減少） △4,124 △14,975

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,928 △6,011

その他の固定資産の増減額（△は増加） 89 △1,543

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,141 2,970

長期前受収益の増減額（△は減少） △1,085 △1,049

その他 179 －

小計 △1,984 37,550

利息及び配当金の受取額 71 47

法人税等の支払額 △25 △145

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,937 37,452

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 △1,548 △1,529

有形固定資産の取得による支出 △2,975 △13,140

無形固定資産の取得による支出 △112 △643

貸付けによる支出 － △300

貸付金の回収による収入 150 20

その他 61 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,425 △15,593

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 △20,715 －

配当金の支払額 △12 △4,443

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,727 △4,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,091 17,415

現金及び現金同等物の期首残高 409,792 373,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 382,700 390,751
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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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