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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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1四半期 11,026 △5.6 3,591 6.9 4,714 2.7 2,879 0.2
21年3月期第1四半期 11,682 ― 3,360 ― 4,588 ― 2,872 ―

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1四半期 298.74 ―
21年3月期第1四半期 297.33 ―

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1四半期 130,915 115,501 88.2 11,982.60
21年3月期 129,589 112,992 87.2 11,722.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  115,501百万円 21年3月期  112,992百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 160.00 ― 160.00 320.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
160.00 ― 160.00 320.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間 24,000 0.2 7,550 0.6 9,200 △2.1 5,450 △3.5 565.40

通期 48,500 2.3 14,700 2.7 17,900 3.4 10,700 13.6 1,110.06
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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  無  

(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．その他をご覧下さい。 

(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 
平成21年４月23日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報
をご覧下さい。 

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1四半期 9,960,000株 21年3月期  9,960,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  320,891株 21年3月期  320,891株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 9,639,109株 21年3月期第1四半期 9,662,432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１四半期における我が国経済は、最近の景気観測においては、昨年９月のリーマン・ショック以降「景気が大幅

に悪化したあと、下げ止まりつつある」とされています。また最近の経済指標などによれば、企業収益が悪化するもと

で、設備投資は大幅に減少し、住宅投資も減少しています。一方で、輸出や生産は大きく落ち込んだ後、持ち直しに転

じつつあり、公共投資も増加しています。先行きについては「景気は下げ止まりの動きが次第に明確になっていく可能

性が高い」とされていますが、ＧＤＰの主要指標である個人消費は所得や雇用の不透明感から消費価格の低下傾向がま

すます鮮明となるなか、節約志向とも相まって総じて弱含みとなっており、景気は予断を許さない引き続き厳しい状況

にあります。

　当情報サービス業界は、企業収益の悪化から設備投資は抑制される傾向にあります。特に大企業では一部に底堅い動

きがみられるものの、中堅中小企業においては全体的に大幅に減少してきています。ここにきて、企業の活発な経費節

減の動きなどを受け、情報システムコストも例外ではなく、企業のニーズは「効率的でコストパフォーマンスのよい情

報システム」へと変化しつつあります。一方ではビジネスチャンスではあるものの「システムベンダーの選別」にも財

務内容の優良性が問われ、厳しい環境となっています。

　当社は、このような厳しい経済環境のなか、製販一体体制のもと全社員一丸となりユーザーニーズを的確に捉え、売

上の平準化やより採算性の高い効率的なビジネスに注力いたしました。基幹系の統合業務ソフトウェア「ＯＢＩＣ７シ

リーズ」は新製品ＯＢＩＣ７ＦＸ会計情報システムを軸に、業種系の販売管理システムなどとリンクしたコンポーネン

ト型のシステム提案に加え、給与・人事なども幅広く求められました。一方では、金融機関向けの不動産担保評価シス

テムや融資審査の支援システム、また受託を中心とした業務では個別原価計算による「プロジェクト別採算管理システ

ム」など企業の業務効率化に寄与するシステム需要が大企業から中小企業まで広く求められました。

　なおこの厳しい時代だからこそ、当社も例外なく、いっそうの経費節減などコストダウンによる企業収益の向上にも

努めているところであります。

　この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高110億26百万円(前期比5.6%減)、営業利益35億91百万円(同6.9%増)、

経常利益47億14百万円(同2.7%増)、四半期純利益は28億79百万円(同0.2%増)と減収ながら、おかげさまで増益を確保

することができました。

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

(A)システムインテグレーション事業

　製販一体によるコストを意識した直接販売によって、企業の幅広いニーズを捉える顧客満足度の高い提案活動を続け

ております。その結果、主力の統合業務ソフトウェア「ＯＢＩＣ７シリーズ」は、会計システムを中心に様々な業種・

規模の企業で求められております。業種・業務別のソリューションにおいては、個別案件ごとの収支管理のためのプロ

ジェクト管理システムが堅調に推移いたしました。一方、ハードウェアの販売は更新需要の縮小から減少しております。

　この結果、外部顧客に対する売上高は、67億31百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益は22億16百万円（同11.4％

増）となりました。

(B)システムサポート事業

　当社の主力サービスであるシステムの「運用支援サービス」が前年度までに引き続き順調に伸長しております。販売

価格の低下などにより「ハードウェアサポート」の売上はやや減少したものの、全体として堅調に推移いたしました。

　この結果、外部顧客に対する売上高は、29億66百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は12億66百万円（同2.1％増）

となりました。

(C)オフィスオートメーション事業

　不動産市場の混乱を受けてオフィス移転の先送り傾向が強まり、結果オフィス家具の販売が低下しております。その

ほかパッケージソフトやオフィス用品などの販売も、中小企業を中心にした設備投資意欲の低迷によって弱含んでおり

ます。

　この結果、外部顧客に対する売上高は、13億28百万円（前年同期比13.8％減）、営業利益は1億8百万円（同17.3％減）

となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当連結会計年度第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は253億48百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、12億5百万円増加いたしました。各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュフロー）
　営業活動の結果増加した資金は、12億43百万円であります。これは主に、税金等調整前四半期純利益が47億6百万円
計上された一方で、利息及び配当金の受取が9億36百万円計上されたほか、仕入債務の減少4億82百万円及び法人税等の
支払38億99百万円が発生したこと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）
　投資活動の結果増加した資金は、15億4百万円であります。これは主に満期3ヶ月超の定期預金の払戻し20億円が発
生した一方で、投資有価証券の購入4億68百万円が発生したこと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）
　財務活動の結果減少した資金は15億42百万円であり、すべて配当金の支払によるものであります。

なお、今後とも資金を企業の業績伸長のため有効に使用しつつ、「効率経営」に努めてまいる所存であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社は、豊富な受注残をもとにこの先１年の業績のオペレーションをしております。当第１四半期末現在における受

注残は6.1ヶ月であり、業績は予定通り推移しております。よって、平成21年４月23日に公表しました業績予想の見直し

は行っておりません。

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

・該当事項はありません。

（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

・売上高及び売上原価の計上基準の変更

　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結

　会計期間に着手した工事契約から、当第１四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

　る工事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）を適用しております。これによる損益に与

　える影響はありません。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,348 29,142

受取手形及び売掛金 5,165 5,144

有価証券 6,000 －

商品及び製品 49 77

仕掛品 553 661

原材料及び貯蔵品 128 133

その他 3,861 2,678

貸倒引当金 △5 △3

流動資産合計 44,100 37,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,136 4,185

土地 23,931 23,931

その他（純額） 278 280

有形固定資産合計 28,345 28,396

無形固定資産   

その他 83 87

無形固定資産合計 83 87

投資その他の資産   

投資有価証券 49,541 53,625

その他 8,861 9,660

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 58,386 63,270

固定資産合計 86,815 91,755

資産合計 130,915 129,589
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,634 3,117

未払法人税等 2,004 3,996

賞与引当金 2,785 2,104

役員賞与引当金 － 53

その他 3,383 2,775

流動負債合計 10,809 12,047

固定負債   

退職給付引当金 4,016 3,957

役員退職慰労引当金 580 584

その他 7 7

固定負債合計 4,604 4,549

負債合計 15,413 16,597

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,178 19,178

資本剰余金 19,530 19,530

利益剰余金 83,935 82,597

自己株式 △6,321 △6,321

株主資本合計 116,322 114,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 361 △809

土地再評価差額金 △1,182 △1,182

評価・換算差額等合計 △820 △1,992

純資産合計 115,501 112,992

負債純資産合計 130,915 129,589
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 11,682 11,026

売上原価 5,642 4,976

売上総利益 6,040 6,050

販売費及び一般管理費 2,679 2,458

営業利益 3,360 3,591

営業外収益   

受取利息 527 544

受取配当金 70 51

投資有価証券売却益 133 226

持分法による投資利益 441 230

その他 55 70

営業外収益合計 1,228 1,122

経常利益 4,588 4,714

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 0 7

特別損失合計 0 7

税金等調整前四半期純利益 4,588 4,706

法人税、住民税及び事業税 2,064 1,957

法人税等調整額 △349 △130

法人税等合計 1,715 1,826

四半期純利益 2,872 2,879
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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 4,588 4,706

減価償却費 92 85

持分法による投資損益（△は益） △441 △230

退職給付引当金の増減額（△は減少） 91 59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 942 681

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △53

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △597 △595

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 0 7

売上債権の増減額（△は増加） 76 △21

たな卸資産の増減額（△は増加） 41 141

仕入債務の増減額（△は減少） △394 △482

その他 122 △91

小計 4,493 4,206

利息及び配当金の受取額 964 936

法人税等の支払額 △2,805 △3,899

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,652 1,243

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 － 2,000

投資有価証券の取得による支出 △0 △468

投資有価証券の売却による収入 301 3

有形固定資産の取得による支出 △35 △27

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △2 △3

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 264 1,504

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,739 △1,542

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,739 △1,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,176 1,205

現金及び現金同等物の期首残高 21,441 24,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,618 25,348
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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
(１)第１四半期連結販売及び受注の状況

①販 売 実 績
（単位：百万円）

品    目

②受注実績及び受注残高
（単位：百万円）

品    目

7,308      

62.4       

100.0      11,682     

2,845      

自  平成20年４月１日

受 注 高

至  平成20年６月30日

受注残高

6,702      14,546     

17,361     

61.1       

受注残高

自  平成21年４月１日

至  平成21年６月30日

受 注 高

前第１四半期連結累計期間

自  平成20年４月１日

至  平成20年６月30日

13.2       

24.4       

1,540      

金   額

7,296      

構成比

システムインテグレーション事業

オフィスオートメーション事業 1,320      468        

14,925     

16,676     

633        1,588      

4,079      3,786      

合 計

シ ス テ ム サ ポ ー ト 事 業

32,376     11,809     12,977     32,235     

期    別

11,026     100.0      合 計

当第１四半期連結累計期間前第１四半期連結累計期間

オフィスオートメーション事業 1,328      12.0       

2,966      

期    別 当第１四半期連結累計期間

26.9       

自  平成21年４月１日

至  平成21年６月30日

システムインテグレーション事業 6,731      

シ ス テ ム サ ポ ー ト 事 業

金   額 構成比

増        減

△ 564        

121           

△ 212        

△ 655        

増        減

受 注 高 受注残高

△ 606     △ 378     

△ 292     685        

△ 268     △ 165     

△ 1,167   141        
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