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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 4,201 △0.9 254 100.6 244 93.1 100 92.3
21年3月期第1四半期 4,237 ― 126 ― 126 ― 52 ―

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 13.49 ―
21年3月期第1四半期 7.02 7.00

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 9,158 5,848 61.9 763.22
21年3月期 10,055 5,895 56.7 768.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,669百万円 21年3月期  5,705百万円

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 ― 0.00 ― 19.00 19.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 19.00 19.00

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

9,310 4.7 510 2.5 490 △2.5 250 △7.9 33.66

通期 18,650 1.0 1,130 6.9 1,110 0.1 570 1.2 76.74
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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、５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、５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 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績等
は、業況の変化等により、これらの予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 8,029,535株 21年3月期  8,029,535株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  601,746株 21年3月期  601,666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 7,427,835株 21年3月期第1四半期 7,425,895株
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当第１四半期連結会計期間においては、昨年来の世界的な金融不安の影響を受けてわが国の景気は引き

続き低調に推移しました。 

情報サービス業界においても、企業のＩＴ投資抑制姿勢がさらに厳しさを増しました。経済産業省が行

っている「特定サービス産業動態統計調査」（平成21年６月16日発表）によりますと、情報サービス産業

全体の売上高は、平成21年２月から前年同月比大幅の減少に転じ、その後も減少傾向が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループは引き続き技術者育成を最重要課題として取り組むととも

に、当社グループの総合力を活かし、既存顧客を中心にＢＯＯ（注）の推進による総合的なサービスの提

供、プロジェクト管理の強化、生産性の向上、内製化の推進などに注力いたしました。 

この結果、主要事業のシステム運営管理業務は堅調に推移したものの、ソフトウエア開発業務の受注減

およびＢＰＯ業務の大口案件の終了により、当社グループの当第１四半期連結会計期間における連結売上

高は、42億１百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

一方、収益面におきましては、全グループを挙げて生産性の向上に取り組んだ結果、労務費および外注

費が減少したことに加え、請負受注制作のソフトウエアに係わる売上高及び売上原価の計上基準変更の影

響もあって、営業利益は２億54百万円（前年同期比100.6％増）、経常利益は２億44百万円（前年同期比

93.1％増）、四半期純利益は１億円（前年同期比92.3％増）となりました。 

  

なお、当社グループの第１四半期における事業部門別の業績は以下のとおりであります。 

① システム運営管理部門 

企業のＩＴ投資抑制が続く中、システム運営管理業務のアウトソーシング化の需要を捉えたことによ

り、既存顧客における個別案件の売上が増加し、売上高は24億29百万円（前年同期比4.7％増）となり

ました。 

② ソフトウエア開発部門 

既存顧客における開発案件の受注が低調に推移したことから、売上高は13億45百万円（前年同期比

7.6％減）となりました。 

③ データ入力部門 

新規連結子会社の株式会社シィ・エイ・ティの売上寄与があったものの、株券電子化の施行にともな

い、既存の大口顧客の案件が終了した影響により、売上高は２億98百万円（前年同期比15.8％減）とな

りました。 

④ その他（セキュリティ業務、コンサルティング業務等） 

セキュリティ業務及びコンサルティング業務の受注増加により、売上高は１億27百万円（前年同期比

20.0％増）となりました。 

  

（注）ＢＯＯ（ビジネスオペレーションズアウトソーシング）とは、顧客のコンピュータ部門からの直接的な業務

の獲得に止まらず、関連する業務の川上から川下に至る広い範囲のビジネス展開 

  

【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
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①財政状態の変動状況 

(資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、現金及び預金の減少３億27百万円および売上債権の減少

５億９百万円などにより、前連結会計年度末の100億55百万円から８億97百万円減少し91億58百万円と

なりました。 

(負債の部) 

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は、仕入債務の減少１億57百万円、未払法人税等の減少２億

79百万円および賞与引当金の減少４億98百万円などにより、前連結会計年度末の41億59百万円から８億

50百万円減少し33億９百万円となりました。 

(純資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末の58億95百万円から47百万円減少し58億

48百万円となりました。主な要因は、四半期純利益１億円および配当金の支払１億41百万円等によるも

のであります。 

自己資本比率は前連結会計年度末の56.7％から5.2％上昇し61.9％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間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、

前年同四半期連結会計期間末に比べ２億76百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には15億47百万

円（前年同期比21.8％増）となりました。 

当第１四半期連結累計期間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

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は８百万円（前年同期は１億60百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益２億13百万円、減価償却費35百万円、のれん償却額33百万

円、売上債権の減少５億10百万円、仕入債務の減少１億57百万円、賞与引当金を含むその他の流動負債

の減少額３億34百万円および法人税等の支払額２億88百万円など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) 

投資活動の結果使用した資金は１億64百万円（前年同期比222.4％増）となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出98百万円および無形固定資産の取得による支出76百万円

など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) 

財務活動の結果使用した資金は１億71百万円（前年同期比272.2％増）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出25百万円および配当金の支払額１億41百万円などによるも

のであります。 

  

米国の金融不安を発端に世界規模に転化した不況の影響を受け、日本国内の景気悪化が長期化する中、

企業の投資規模の縮小、サービスの低価格化傾向など、今後も当社グループを取り巻く事業環境は引き続

き厳しいものと予想しております。 

 このような状況ではありますが、景気に左右されにくい当社グループのコア業務であるシステム運営管

理業務をさらに強化すると同時に、グループ内における業務の効率化及び内製化を推進し、生産性のさら

なる向上に注力してまいります。現時点で平成21年４月30日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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ので、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。 

  

請負受注制作のソフトウェアに係わる売上高及び売上原価の計上基準の変更 

請負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、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受注制作のソフトウェア契約から、進捗部分

について成果の確実性が認められる受注制作のソフトウェアについては進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の受注制作のソフトウェアについては完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は184,367千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、それぞれ56,800千円増加しております。 

  

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)

(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

(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
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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 1,567,804 1,894,986 

受取手形及び売掛金 2,113,850 2,623,465 

仕掛品 209,250 210,742 

その他 328,595 458,643 

流動資産合計 4,219,500 5,187,838 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,686,795 1,686,795 

その他（純額） 735,494 756,938 

有形固定資産合計 2,422,290 2,443,734 

無形固定資産   

のれん 858,792 823,355 

ソフトウエア 85,123 89,828 

その他 9,354 9,361 

無形固定資産合計 953,270 922,545 

投資その他の資産 1,562,990 1,501,638 

固定資産合計 4,938,551 4,867,917 

資産合計 9,158,052 10,055,756 

負債の部   

流動負債   

買掛金 255,983 413,289 

短期借入金 630,000 630,000 

1年内償還予定の社債 31,450 31,450 

1年内返済予定の長期借入金 100,200 100,200 

リース債務 726 721 

未払法人税等 9,269 288,889 

賞与引当金 155,101 654,021 

役員賞与引当金 4,101 21,710 

受注損失引当金 47 1,476 

その他 827,051 686,673 

流動負債合計 2,013,931 2,828,431 

固定負債   

長期借入金 116,300 141,350 

リース債務 2,316 2,500 

退職給付引当金 708,984 725,488 

役員退職慰労引当金 468,039 462,178 

固定負債合計 1,295,641 1,331,517 

負債合計 3,309,572 4,159,949 
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,344 592,344 

資本剰余金 545,706 545,719 

利益剰余金 4,979,795 5,020,712 

自己株式 △429,821 △429,792 

株主資本合計 5,688,025 5,728,984 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,382 △16,511 

為替換算調整勘定 △2,575 △6,686 

評価・換算差額等合計 △18,958 △23,198 

少数株主持分 179,413 190,020 

純資産合計 5,848,479 5,895,807 

負債純資産合計 9,158,052 10,055,756 

－ 7 －

㈱インフォメーション・ディベロプメント（4709）平成22年３月期　第１四半期決算短信



(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 4,237,713 4,201,269 

売上原価 3,521,522 3,332,810 

売上総利益 716,190 868,458 

販売費及び一般管理費 589,532 614,326 

営業利益 126,657 254,131 

営業外収益   

受取利息 61 166 

受取配当金 11,291 10,049 

受取保険金及び配当金 3,973 － 

その他 4,102 2,387 

営業外収益合計 19,428 12,604 

営業外費用   

支払利息 2,953 2,790 

コミットメントライン手数料 16,444 16,721 

その他 11 2,593 

営業外費用合計 19,409 22,105 

経常利益 126,676 244,630 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,128 

特別利益合計 － 2,128 

特別損失   

固定資産売却損 5 433 

固定資産除却損 58 58 

投資有価証券評価損 － 29,940 

解約清算損 － 3,180 

特別損失合計 63 33,611 

税金等調整前四半期純利益 126,613 213,147 

法人税、住民税及び事業税 1,272 1,517 

法人税等調整額 73,648 117,171 

法人税等合計 74,921 118,688 

少数株主損失 419 5,752 

四半期純利益 52,111 100,211 
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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 126,613 213,147 

減価償却費 33,952 35,879 

固定資産除却損 58 58 

固定資産売却損益（△は益） 5 433 

投資有価証券評価損益（△は益） － 29,940 

のれん償却額 15,969 33,912 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,144 △17,609 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,981 △1,428 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,472 △16,503 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,696 5,860 

受取利息及び受取配当金 △11,352 △10,216 

支払利息 2,953 2,790 

為替差損益（△は益） △768 1,980 

売上債権の増減額（△は増加） 541,720 510,306 

たな卸資産の増減額（△は増加） △212,011 1,646 

仕入債務の増減額（△は減少） △81,787 △157,321 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,546 △14,474 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △268,937 △334,034 

その他 7,293 5,360 

小計 117,222 289,728 

利息及び配当金の受取額 11,348 10,201 

利息の支払額 △2,359 △2,195 

法人税等の支払額 △286,832 △288,873 

営業活動によるキャッシュ・フロー △160,619 8,861 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30,288 △26,825 

有形固定資産の売却による収入 － 214 

投資有価証券の取得による支出 △150 △98,710 

投資有価証券の売却による収入 － 7,600 

無形固定資産の取得による支出 △21,192 △76,626 

貸付けによる支出 △500 △46 

貸付金の回収による収入 240 394 

その他 806 29,300 

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,083 △164,699 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 － 

長期借入金の返済による支出 － △25,050 

リース債務の返済による支出 － △178 

自己株式の取得による支出 △303 △74 

自己株式の売却による収入 39 32 

配当金の支払額 △141,171 △141,221 

少数株主への配当金の支払額 △4,698 △5,211 

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,133 △171,703 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,402 358 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △259,239 △327,182 

現金及び現金同等物の期首残高 1,530,449 1,874,986 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,271,210 1,547,804 
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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） 

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20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第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）において、情報サービス事業の売上高及び

営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％を超えており、その他の事業には重要性がないため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

【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20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第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）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

【海外売上高】 

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）及び当第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）において、海外売上高は連結売上高の10％

未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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） 

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) セグメント情報

(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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