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連結経営指標等 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第43期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４. 第43期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第42期

第３四半期連結
累計期間 

第43期
第３四半期連結

累計期間 

第42期
第３四半期連結

会計期間 

第43期 
第３四半期連結 

会計期間 
第42期

会計期間 

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
12月31日 

自 平成22年
４月１日 

至 平成22年 
12月31日 

自 平成21年
10月１日 

至 平成21年 
12月31日 

自 平成22年 
10月１日 

至 平成22年 
12月31日 

自 平成21年
４月１日 

至 平成22年 
３月31日 

売上高 （千円）  12,738,776  12,098,209  4,104,629  4,053,851  17,263,013

経常利益 （千円）  615,480  691,407  131,878  239,159  864,259

四半期（当期）純利益 （千円）  279,253  363,871  52,859  129,231  155,069

純資産額 （千円） － －  6,011,053  6,106,608  5,893,982

総資産額 （千円） － －  9,042,653  8,894,913  9,483,198

１株当たり純資産額 （円） － －  786.81  798.79  770.53

１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
（円）  37.59  48.99  7.12  17.40  20.88

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額 

（円）  37.56  －  7.11  －  20.87

自己資本比率 （％） － －  64.6  66.7  60.4

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円）  264,510  121,947 － －  488,400

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円）  △227,392  △64,605 － －  △255,408

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円）  △403,212  57,977 － －  △354,087

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
（千円） － －  1,507,858  1,865,354  1,753,479

従業員数 （名） － －  2,312  2,313  2,313

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】
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(1）連結会社の状況 

（注） 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

（注） 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在 

従業員数（名）  2,313

  平成22年12月31日現在 

従業員数（名）  1,686
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(1）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注実績 

 当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 前第３四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販

売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

システム運営管理  2,409,173  101.4

ソフトウエア開発  1,341,820  93.4

データ入力  143,287  71.5

その他  116,232  132.1

合計  4,010,515  97.8

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

システム運営管理  1,861,312  78.2  1,609,153  92.7

ソフトウエア開発  1,524,479  83.6  1,020,473  107.8

データ入力  318,349  161.5  241,695  292.7

合計  3,704,141  84.2  2,871,323  103.8

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

システム運営管理  2,393,178  99.5

ソフトウエア開発  1,340,955  96.3

データ入力  137,123  69.3

その他  182,593  168.7

合計  4,053,851  98.8

相手先 
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

株式会社みずほトラストシステムズ  674,103  16.4  590,485  14.6

日本アイ・ビー・エム株式会社  422,996  10.3  446,198  11.0
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 当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。  

  

(1）経営成績の分析 

 当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）における情報サービス産業は、昨年からの

実体経済の悪化による企業のＩＴ関連投資意欲減退や経費節減傾向から、引き続き厳しい状況にありました。 

 経済産業省が実施する「特定サービス産業動態統計調査」（平成23年１月21日発表）によりますと、情報サービ

ス産業の売上高は、平成21年６月から平成22年11月まで長期にわたりマイナス成長が続いております。円高による

影響を受けた輸出業を中心とする日本企業の停滞感は根強く、企業のＩＴ投資は依然として不透明な状況にありま

す。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、引き続き人材育成を 優先課題に取り組むとともに、業務の効率

化を目指し、グループ経営資源の共有と活用を進め、既存顧客へのグループ横断的な営業展開を積極的に行ってま

いりました。 

 この結果、主要事業のシステム運営管理事業においては、顧客からの値下げ要請が一部に見られたものの、潜在

ニーズの発掘および付加価値サービスへの転換により、ほぼ前年同期並みを確保しました。また、積極的な営業活

動によりセキュリティ業務の受注が堅調に推移したものの、ソフトウエア開発事業の受注不振、並びにデータ入力

業務の大口案件の終了等により、当第３四半期連結会計期間における売上高は、40億53百万円（前年同期比1.2％

減）となりました。 

 収益面につきましては、継続案件の受注単価の下落や開発案件の減少などはあるものの、グループ内における業

務の効率化及び内製化、業務プロセスの見直し等によるによるコスト削減効果より、営業利益２億28百万円（同

89.7％増）、経常利益２億39百万円（同81.3％増）、四半期純利益１億29百万円（同144.5％増）となりました。 

 なお、当社グループの当第３四半期連結会計期間におけるセグメント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 

 金融機関を中心とした企業のＩＴ投資の縮小が続く中、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、売上高は23億93百万円（前年同期比0.5％減）となりました。 

②ソフトウエア開発 

 既存顧客における開発案件の受注が低調に推移したものの、エネルギー分野の受注が好調に推移し、売上高は13

億40百万円（前年同期比3.7％減）となりました。 

③データ入力 

 既存大口案件の終了等により、売上高は１億37百万円（前年同期比30.7％減）と大幅に減少しました。 

④その他（セキュリティ業務、コンサルティング業務等） 

 積極的な営業活動により獲得したセキュリティ業務の受注が寄与し、売上高は１億82百万円（前年同期比68.7％

増）となりました。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2）財政状態の分析 

①資産の部 

当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、売上債権の減少３億76百万円などにより、前連結会計年度末の94

億83百万円から５億88百万円減少し88億94百万円となりました。 

②負債の部 

当第３四半期連結会計期間末の負債の部は、有利子負債の増加２億円、賞与引当金の減少４億29百万円および

役員退職慰労引当金の減少４億77百万円などにより、前連結会計年度末の35億89百万円から８億円減少し27億88

百万円となりました。 

③純資産の部 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益３億63百万円および配当金の支払いによる減少１

億41百万円などにより、前連結会計年度末の58億93百万円から２億12百万円増加し61億６百万円となりました。

  

(3）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における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３億57百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には18億65百万円（前年同期比23.7％増）とな

りました。 

当第３四半期連結会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２億83百万円（前年同期比166.8％増）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益２億37百万円、減価償却費31百万円、のれん償却額19百万円、売上債

権の減少30百万円、仕入債務の増加23百万円および法人税等の支払額48百万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１億42百万円（前年同期比181.8％増）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出14百万円、投資有価証券の取得による支出１億円および無形固定

資産の取得による支出20百万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) 

財務活動の結果得られた資金は73百万円（前年同期比201.6％増）となりました。 

これは主に、短期借入金の純増加額１億円および長期借入金の返済による支出25百万円などによるものであり

ます。 

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  

(5）研究開発活動 

該当事項はありません。 

  

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループの主な資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入であります。当第３四半期連結会計期間

末現在、短期借入金の残高は８億30百万円、１年内返済予定の長期借入金の残高は66百万円であります。 

 なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメ

ントライン契約を締結しております。   
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。また、新たに確定した重要な設備の

新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

   

  

 該当事項はありません。 

  

  

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、また株主名簿を確認したところ当第３四半期会計期間において、

大株主の異動がないことが確認できております。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  24,000,000

計  24,000,000

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成22年12月31日） 

提出日現在
発行数（株） 

（平成23年2月9日） 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容

普通株式  8,029,535  8,029,535

大阪証券取引所 

JASDAQ 

（スタンダード）  

単元株式数は100株であ

ります。 

計  8,029,535  8,029,535 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 

（千円） 

平成22年10月１日～ 

平成22年12月31日 
 －  8,029,535  －  592,344  －  543,293

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が700株（議決権７個）含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が13株、当社所有の自己保有株式が45株

含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものです。 

  

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年12月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    601,500
－ 

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式   7,372,100  73,721 同上 

単元未満株式 普通株式     55,935 － 同上 

発行済株式総数            8,029,535 － － 

総株主の議決権 －  73,721 － 

  平成22年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義

所有株式数 
（株） 

他人名義
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 

の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社インフォメーシ

ョン・ディベロプメント 

東京都千代田区二番町７

－５ 
 601,500  －  601,500  7.49

計 －  601,500  －  601,500  7.49

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

 
５月 

  
６月 ７月 ８月 ９月 

  
10月 

  
11月 12月 

高（円）  640  583  553  647  625  606  580  572  590

低（円）  486  480  482  547  572  550  555  530  530

３【役員の状況】
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人に

より四半期レビューを受けております。 

   

第５【経理の状況】
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１【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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,885,354 1,773,479

受取手形及び売掛金 ※4  2,336,248 ※4  2,712,477

仕掛品 69,100 38,255

その他 347,484 394,904

貸倒引当金 △1,329 －

流動資産合計 4,636,857 4,919,117

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,686,795 1,686,795

その他（純額） ※1  658,179 ※1  702,407

有形固定資産合計 2,344,975 2,389,203

無形固定資産   

のれん 436,032 494,889

ソフトウエア 86,348 77,621

その他 9,317 9,332

無形固定資産合計 531,698 581,844

投資その他の資産 ※3  1,381,381 ※3  1,593,033

固定資産合計 4,258,055 4,564,081

資産合計 8,894,913 9,483,198

負債の部   

流動負債   

買掛金 236,630 282,785

短期借入金 ※2  830,000 ※2  554,500

1年内返済予定の長期借入金 66,200 100,200

リース債務 656 743

未払法人税等 28,428 287,369

賞与引当金 148,079 577,346

役員賞与引当金 12,303 14,000

受注損失引当金 83 5

その他 773,887 590,016

流動負債合計 2,096,269 2,406,965

固定負債   

長期借入金 － 41,150

リース債務 1,754 1,757

退職給付引当金 593,354 658,829

役員退職慰労引当金 2,886 480,513

その他 94,038 －

固定負債合計 692,034 1,182,250

負債合計 2,788,304 3,589,216
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22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 545,594 545,595

利益剰余金 5,257,390 5,034,653

自己株式 △429,606 △429,545

株主資本合計 5,965,723 5,743,047

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,210 △15,463

為替換算調整勘定 △10,119 △4,026

評価・換算差額等合計 △32,330 △19,490

少数株主持分 173,214 170,425

純資産合計 6,106,608 5,893,982

負債純資産合計 8,894,913 9,483,198
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,738,776 12,098,209

売上原価 10,278,479 9,656,592

売上総利益 2,460,297 2,441,617

販売費及び一般管理費 ※  1,845,934 ※  1,793,376

営業利益 614,362 648,241

営業外収益   

受取利息 1,880 2,477

受取配当金 10,767 10,494

助成金収入 － 28,255

保険解約返戻金 － 14,938

その他 18,682 15,428

営業外収益合計 31,330 71,594

営業外費用   

支払利息 8,094 7,114

コミットメントライン手数料 18,738 18,991

その他 3,379 2,322

営業外費用合計 30,212 28,428

経常利益 615,480 691,407

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 2,128 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 1,000

特別利益合計 2,128 1,000

特別損失   

固定資産売却損 466 851

固定資産除却損 3,474 2,568

投資有価証券評価損 35,828 6,317

解約清算損 3,180 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,853

特別損失合計 42,948 19,591

税金等調整前四半期純利益 574,660 672,816

法人税、住民税及び事業税 81,004 56,864

法人税等調整額 232,849 247,812

法人税等合計 313,853 304,676

少数株主損益調整前四半期純利益 － 368,139

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18,447 4,268

四半期純利益 279,253 363,871
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,104,629 4,053,851

売上原価 3,359,542 3,229,739

売上総利益 745,086 824,111

販売費及び一般管理費 ※  624,549 ※  595,511

営業利益 120,537 228,599

営業外収益   

受取利息 729 855

受取配当金 333 330

助成金収入 － 8,858

その他 13,529 3,948

営業外収益合計 14,592 13,993

営業外費用   

支払利息 2,239 2,322

コミットメントライン手数料 1,008 1,008

その他 3 102

営業外費用合計 3,251 3,433

経常利益 131,878 239,159

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券評価損戻入益 － 1,023

特別利益合計 － 1,024

特別損失   

固定資産売却損 － 527

固定資産除却損 271 2,551

投資有価証券評価損 5,888 －

特別損失合計 6,159 3,079

税金等調整前四半期純利益 125,719 237,104

法人税、住民税及び事業税 △69,977 13,726

法人税等調整額 146,952 84,446

法人税等合計 76,975 98,173

少数株主損益調整前四半期純利益 － 138,930

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,115 9,698

四半期純利益 52,859 129,231
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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利益 574,660 672,816

減価償却費 101,498 91,962

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,853

固定資産除却損 3,474 2,568

固定資産売却損益（△は益） 466 851

投資有価証券評価損益（△は益） 35,828 6,317

のれん償却額 112,688 58,857

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,409 △1,697

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,329

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,316 78

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,389 △65,474

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,131 △73,397

受取利息及び受取配当金 △12,647 △12,971

保険返戻金 － △14,550

支払利息 8,094 7,114

為替差損益（△は益） 1,199 △783

売上債権の増減額（△は増加） 304,585 375,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,925 △30,844

仕入債務の増減額（△は減少） △160,999 △46,154

その他の流動資産の増減額（△は増加） △44,024 △1,561

その他の流動負債の増減額（△は減少） △358,290 △238,528

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 94,038

その他 21,190 22,781

小計 649,298 858,498

利息及び配当金の受取額 12,464 12,786

利息の支払額 △7,168 △7,224

役員退職慰労金の支払額 － △403,229

法人税等の支払額 △390,083 △338,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,510 121,947

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 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △55,975 △32,269

有形固定資産の売却による収入 217 195

投資有価証券の取得による支出 △99,010 △100,450

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 △89,455 △31,487

貸付けによる支出 △3,496 △920

貸付金の回収による収入 1,460 1,035

保険積立金の解約による収入 － 51,504

その他 11,267 △2,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,392 △64,605
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

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） △150,000 275,500

長期借入金の返済による支出 △75,150 △75,150

社債の償還による支出 △31,450 －

リース債務の返済による支出 △538 △1,198

自己株式の取得による支出 △246 △63

自己株式の売却による収入 452 2

配当金の支払額 △140,896 △141,112

少数株主への配当金の支払額 △5,383 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △403,212 57,977

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,033 △3,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,128 111,874

現金及び現金同等物の期首残高 1,874,986 1,753,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,507,858 ※  1,865,354
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【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】

項目 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

(1）資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

1,110千円減少し、税金等調整前四半期純利益は10,963千円減少しております。  

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

１ 前第３四半期連結累計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、営業外収

 益の総額の100分の20を超えることとなったため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することに変更しており 

 ます。 

 なお、前第３四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「助成金収入」は1,961千円であります。 

２ 「連結財務諸表等に関する会計基準」（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５号）の適用により、

 当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

１ 前第３四半期連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、営業外収

 益の総額の100分の20を超えることとなったため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記することに変更しており 

 ます。 

  なお、前第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「助成金収入」は1,381千円であります。 

２ 「連結財務諸表等に関する会計基準」（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５号）の適用により、

 当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

【簡便な会計処理】

項目 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．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。 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく四半期末要支給額を計上しておりましたが、平成

22年６月23日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時の支給額を取締役の退任時

に支給することといたしました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における役員退職慰労引当金相当額80,038千円は、長期未払金に振り替えてお

ります。  
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第３四半期連結累計期間 

  

第３四半期連結会計期間 

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円1,170,262 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 千円1,158,175

※２ 当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取

引銀行５行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

 この契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借

入未実行残高等は次のとおりであります。 

※２ 当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取

引銀行４行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメントラインの総額 千円1,000,000

借入実行残高 千円400,000

差引額 千円600,000

貸出コミットメントラインの総額 千円1,000,000

借入実行残高 千円200,000

差引額 千円800,000

※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

投資その他の資産 千円9,550 投資その他の資産 千円38,215

   なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

※４ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は手形

交換日をもって決済処理しております。 

受取手形 千円20,415

   

※４         ―――――― 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。 

給与・賞与 千円860,781

賞与引当金繰入額 千円18,121

役員賞与引当金繰入額 千円12,301

退職給付費用 千円31,994

役員退職慰労引当金繰入額 千円20,831

給与・賞与 千円854,988

賞与引当金繰入額 千円20,686

役員賞与引当金繰入額 千円12,303

退職給付費用 千円41,497

役員退職慰労引当金繰入額 千円4,203

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。 

給与・賞与 千円274,614

賞与引当金繰入額 千円18,121

役員賞与引当金繰入額 千円4,101

退職給付費用 千円10,655

役員退職慰労引当金繰入額 千円9,509

給与・賞与 千円266,856

賞与引当金繰入額 千円20,686

役員賞与引当金繰入額 千円4,101

退職給付費用 千円11,376

役員退職慰労引当金繰入額 千円689
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

  

２ 自己株式の種類及び株式数 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日現在） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 千円1,527,858

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△20,000

現金及び現金同等物 千円1,507,858

現金及び預金勘定 千円1,885,354

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△20,000

現金及び現金同等物 千円1,865,354

（株主資本等関係）

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株）  8,029,535

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株）  601,545

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  141,133  19 平成22年３月31日 平成22年６月24日
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 前第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）及び前第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）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。 

  

 前第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）及び前第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）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。 

  

 前第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）及び前第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）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。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱うサービスについて国内及び海外

の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、当社グループは、主に事業本部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、

「システム運営管理」、「ソフトウエア開発」および「データ入力」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「システム運営管理」は、情報処理システムの管理、運営ならびにオペレーションを行っております。 

 「ソフトウエア開発」は、ソフトウエアの受託開発ならびに顧客先常駐のソフトウエア開発を行っており

ます。 

 「データ入力」は、データ入力、事務代行ならびに書類電子化や図面電子化等を行っております。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

                                        （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、セキュリティ事業、

     コンサルティング事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△1,018,908千円には、セグメント間取引消去2,718千円、各報告セグメ

     ントに配分していない全社費用△1,021,626千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ 

     グメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

  

  

 報告セグメント 
その他 

(注１) 

調整額 

(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注３) 

システム運

営管理 

ソフトウエ

ア開発 
データ入力 計 

 売上高 

 (1)外部顧客への売上高 

  

 7,263,468

  

3,943,135

  

 380,229 11,586,832

  

 511,377

 

 － 12,098,209

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 2,220 26,573 1,360 30,154  3,434  △33,589 －

計   7,265,688 3,969,708 381,589 11,616,987  514,812  △33,589 12,098,209

 セグメント利益又は損失（△）  1,254,802 507,912 △30,764 1,731,950  △64,800  △1,018,908 648,241
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

                                        （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、セキュリティ事業、

     コンサルティング事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△341,183千円には、セグメント間取引消去△1,148千円、各報告セグメ

     ントに配分していない全社費用△340,035千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ 

     メントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 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。 

   

  

  

 報告セグメント 
その他 

(注１)  

調整額 

(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

(注３) 

システム運

営管理 

ソフトウエ

ア開発 
データ入力 計 

 売上高 

 (1)外部顧客への売上高 

  

 2,393,178

  

1,340,955

  

137,123 3,871,257

  

 182,593

 

 － 4,053,851

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 2,220 7,343 1,299 10,863  1,377  △12,240 －

計   2,395,399 1,348,299 138,422 3,882,120  183,971  △12,240 4,053,851

 セグメント利益又は損失（△）  390,462 181,210 1,166  572,840    △3,056  △341,183 228,599

2011/02/10 18:40:4010707647_第３四半期報告書_20110210184023

- 20 -



１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第３四半期連結累計期間 

（注） １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円798.79 １株当たり純資産額 円770.53

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益 37.59円

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益 
37.56円

１株当たり四半期純利益 48.99円

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益  

希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載

しておりません。  

項目 
前第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） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益     

四半期純利益 千円 279,253 千円 363,871

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式に係る四半期純利益 千円 279,253 千円 363,871

期中平均株式数 普通株式      株 7,428,015 普通株式      株 7,428,045

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益     

四半期純利益調整額  －  －

普通株式増加数 株 5,976  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式について前連結会計年度

末から重要な変動がある場合の概要 

―――――― 

 平成14年ストック・オプション 

は、平成22年６月30日をもって、権

利行使期間満了により失効しており

ます。 
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第３四半期連結会計期間 

（注） １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益 7.12円

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益 
7.11円

１株当たり四半期純利益 17.40円

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益  

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

項目 
前第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） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益     

四半期純利益 千円 52,859 千円 129,231

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式に係る四半期純利益 千円 52,859 千円 129,231

期中平均株式数 普通株式      株 7,428,295 普通株式      株 7,428,000

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益     

四半期純利益調整額  －  －

普通株式増加数 株 4,413  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式について前連結会計年度

末から重要な変動がある場合の概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

   

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年２月８日

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント 

取締役会 御中 

三 優 監 査 法 人 

  
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 杉   田    純  印 

  業務執行社員  公認会計士 内  野  雅  一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社インフォメーション・ディベロプメントの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連

結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インフォメーション・デ

ィベロプメント及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期

連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

  

追記情報 

 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のとおり、会社は第１四半期

連結会計期間より工事契約に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により四半期連結財務

諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成23年２月８日

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント 

取締役会 御中 

三 優 監 査 法 人 

  
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 杉   田    純  印 

  業務執行社員  公認会計士 内  野  雅  一  印 

  業務執行社員  公認会計士 増  田  涼  恵  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社インフォメーション・ディベロプメントの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連

結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インフォメーション・デ

ィベロプメント及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期

連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年2月9日 

【会社名】 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 

【英訳名】 INFORMATION DEVELOPMENT CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舩越 真樹  

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町７番地５ 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番１６号） 
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 当社代表取締役社長舩越真樹は、当社の第43期第３四半期（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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