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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 17,980 △23.4 △248 ― △294 ― △471 ―

21年3月期第3四半期 23,485 ― 540 ― 484 ― 426 ―

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 △31.64 ―

21年3月期第3四半期 28.62 ―

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 20,046 11,256 56.0 753.88
21年3月期 23,073 11,906 51.5 796.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,232百万円 21年3月期  11,873百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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  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

通期 23,500 △27.7 200 △80.9 100 △89.8 △140 ― △9.40
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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  

(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 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予 
想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、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
参照ください。 

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 14,900,000株 21年3月期  14,900,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  173株 21年3月期  127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 14,899,865株 21年3月期第3四半期 14,899,873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、輸出や生産の回復が続き、大手製造業を中

心に景況感は持ち直しつつあるものの、国内民間需要は低調であり、全般的には依然として厳し

い状況にあります。 

 情報サービス産業界におきましては、顧客企業におけるＩＴ投資抑制により、需要の大幅な減

少と競争激化による価格低下が進み、収益が悪化しました。また、この不況下で大手ＳＩｅｒを

中心に経営統合の機運が高まりました。 

 このような状況下、当社グループは、開発部門における内製化の再徹底による稼働率の改善と

リソースの適正化に加え、間接部門の合理化による販売費および一般管理費のさらなる削減な

ど、コスト削減を中心とした事業再構築に取り組みました。また、プロジェクトの品質・生産性

向上、原価低減、納期遵守を徹底するとともに、既存顧客への深耕と新規顧客の積極的な開拓に

よる受注確保に努めるなど、確固たる収益基盤の確立に向けた施策にグループ一丸となって取り

組みました。 

 売上高につきましては、国内景気の悪化に伴う新規案件の凍結や顧客企業における内製化の進

行により、特に製造業や情報通信業、および地方拠点における需要が大幅に減少したことに加

え、受注単価が下落した結果、前年同期比で大幅な減収となりました。経常利益につきまして

は、先に述べた事業再構築に取り組んだものの、大幅な減収、および、第１四半期において想定

以上の需要減少により内製化やリソース適正化への対応が追いつかず、稼働率が低下した結果、

前年同期比で大幅な減益となりました。 

 なお、四半期純利益につきましては、事業再構築に伴う特別退職金1億47百万円を特別損失と

して計上しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は163億1百万円（前

年同期比27.3%減）、売上高は179億80百万円（同23.4%減）、経常損失は2億94百万円（前年同期

は4億84百万円の利益）、四半期純損失は4億71百万円（同4億26百万円の利益）となりました。

 当第３四半期連結累計期間の部門別概況は、次のとおりであります。  

  

＜ＩＴソリューション＞ 

インフラ構築については底堅く推移したものの、情報通信業向け、卸売・小売業向けの需要が

大幅に減少したことにより、受注高は104億39百万円（前年同期比20.1%減）、売上高は110億92

百万円（同16.9%減）となりました。  

  

＜プロダクト＞ 

組込系システム開発において、モバイル関連の需要は回復の兆しが見え始めたものの、カーエ

レクトロニクス関連の需要が大幅に落ち込み、また、システムＬＳＩ設計の需要が減少したこと

により、受注高は53億78百万円（前年同期比36.0%減）、売上高は60億50百万円（同32.6%減）と

なりました。 

  

＜システム機器販売＞ 

卸売・小売業向けのハードウェア導入先送り、情報通信業向けのパッケージやハードウェア販

売の大幅な減少などにより、受注高は4億82百万円（前年同期比49.3%減）、売上高は8億37百万

円（同27.8%減）となりました。 

定性的情報・財務諸表等
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、200億46百万円となり、前連結会計年度末比

30億27百万円の減少となりました。その主な要因は、売上債権の減少（24億67百万円）、有形固

定資産及び無形固定資産の減少（3億20百万円）などによるものであります。 

 総負債は、87億90百万円となり、前連結会計年度末比23億76百万円の減少となりました。主な

要因は、借入金の減少（11億90百万円）、仕入債務の減少（8億17百万円）などによるものであ

ります。正味運転資本（流動資産から流動負債を控除した金額）は、16億35百万円であり、流動

比率は、前連結会計年度末と比べ0.1ポイント減少し、123.2％となりました。 

 自己資本は、112億32百万円となり、前連結会計年度末比6億40百万円の減少となりました。自

己資本比率は、前連結会計年度末と比べ4.5ポイント増加し、56.0％となりました。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高、利益ともに想定範囲内で推移しており、第４四

半期も計画とおりに推移する見込みであることにより、平成21年７月30日発表の連結業績予想を

変更いたしません。 

  

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 

   当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を行わず、第２

四半期連結会計期間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。  

  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

 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）および「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

に着手した工事契約から、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

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間においては、工事契約会計基準を適用した工事による

損益に与える影響は軽微であります。 

  

② ①以外の変更 

 該当事項はありません。 

－　4　－

日本システムウエア㈱　(9739)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



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 2,890,883 3,053,817

受取手形及び売掛金 3,917,288 6,384,578

商品 99,945 103,334

仕掛品 1,011,960 994,971

貯蔵品 1,170 5,966

繰延税金資産 192,825 528,883

その他 607,628 456,474

貸倒引当金 △46,575 △58,451

流動資産合計 8,675,126 11,469,575

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,075,566 4,309,463

土地 4,114,051 4,114,051

その他（純額） 165,059 192,540

有形固定資産合計 8,354,678 8,616,055

無形固定資産 420,378 479,317

投資その他の資産   

投資有価証券 262,017 275,050

敷金及び保証金 642,534 737,112

繰延税金資産 967,850 675,155

その他 1,190,337 1,287,985

貸倒引当金 △465,986 △466,309

投資その他の資産合計 2,596,754 2,508,994

固定資産合計 11,371,811 11,604,367

資産合計 20,046,937 23,073,943
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,098,532 1,915,831

短期借入金 3,400,000 3,600,000

1年内返済予定の長期借入金 990,000 1,920,000

リース債務 116,078 112,230

未払法人税等 25,271 178,320

賞与引当金 285,276 649,980

その他 1,124,252 924,612

流動負債合計 7,039,411 9,300,975

固定負債   

長期借入金 － 60,000

リース債務 485,953 573,344

退職給付引当金 870,018 845,972

役員退職慰労引当金 314,166 329,973

事業整理損失引当金 52,596 23,373

その他 27,983 33,458

固定負債合計 1,750,717 1,866,121

負債合計 8,790,128 11,167,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,538,300 2,538,300

資本剰余金 3,047,780 3,047,780

利益剰余金 5,646,861 6,289,696

自己株式 △100 △86

株主資本合計 11,232,841 11,875,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112 △2,361

評価・換算差額等合計 △112 △2,361

少数株主持分 24,080 33,518

純資産合計 11,256,808 11,906,846

負債純資産合計 20,046,937 23,073,943
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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 23,485,680 17,980,865

売上原価 20,022,487 15,738,952

売上総利益 3,463,192 2,241,912

販売費及び一般管理費   

役員報酬 122,105 130,543

執行役員報酬 45,213 63,750

給料手当及び賞与 1,408,921 1,195,934

賞与引当金繰入額 35,733 22,186

退職給付費用 93,543 133,590

福利厚生費 190,765 163,763

通信交通費 143,608 91,935

業務委託費 151,538 104,316

賃借料 180,624 165,366

その他 550,657 418,777

販売費及び一般管理費合計 2,922,712 2,490,166

営業利益又は営業損失（△） 540,479 △248,254

営業外収益   

受取利息 215 42

受取配当金 871 490

負ののれん償却額 2,613 －

保険配当金 10,813 1,113

受取手数料 7,261 6,971

受取保険金 － 7,507

その他 9,914 11,448

営業外収益合計 31,688 27,573

営業外費用   

支払利息 85,362 61,476

持分法による投資損失 1,099 11,781

その他 940 388

営業外費用合計 87,401 73,646

経常利益又は経常損失（△） 484,766 △294,327

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,813 11,968

補助金収入 － 50,900

持分変動利益 16,071 －

特別利益合計 19,884 62,868

特別損失   

固定資産除却損 3,463 10,704

投資有価証券評価損 4,811 －

事業整理損失引当金繰入額 － 29,223

特別退職金 － 147,929

特別損失合計 8,274 187,856

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

496,376 △419,315

法人税、住民税及び事業税 58,430 18,088

法人税等調整額 9,051 41,820

法人税等合計 67,481 59,908

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,530 △7,738

四半期純利益又は四半期純損失（△） 426,364 △471,485
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

496,376 △419,315

減価償却費 361,920 345,881

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,813 △12,199

賞与引当金の増減額（△は減少） △429,707 △364,703

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106,889 24,046

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,429 △15,806

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 29,223

受取利息及び受取配当金 △1,086 △532

支払利息 85,362 61,476

持分法による投資損益（△は益） 1,099 11,781

補助金収入 － △50,900

特別退職金 － 147,929

投資有価証券評価損益（△は益） 4,811 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,100,912 2,478,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,068,363 △8,803

仕入債務の増減額（△は減少） △634,077 △817,299

その他 △3,455 7,519

小計 1,015,439 1,416,544

利息及び配当金の受取額 1,086 532

持分法適用会社からの配当金の受取額 － 5,008

利息の支払額 △81,997 △67,303

補助金の受取額 － 50,900

特別退職金の支払額 － △147,929

法人税等の支払額 △126,861 △132,032

営業活動によるキャッシュ・フロー 807,666 1,125,719

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 △371,580 △13,220

無形固定資産の取得による支出 △79,163 △8,793

敷金及び保証金の回収による収入 － 94,577

保険積立金の解約による収入 － 80,465

その他 △11,327 △12,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △462,071 140,563

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） △600,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △90,000 △990,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △83,542

セール・アンド・リースバックによる収入 220,000 －

配当金の支払額 △188,559 △153,959

その他 △43,913 △1,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △702,473 △1,429,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356,878 △162,933

現金及び現金同等物の期首残高 2,680,118 3,053,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,323,240 2,890,883
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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 

   売上高及び受注の状況（連結） 

（１） 売上高 

  
  

（２） 受注高 

    

（３） 受注残高 

   

  

  

区分 

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 

対前年 

同期比 

(%) 

前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

売上高(千円) 構成比(%) 売上高(千円) 構成比(%) 売上高(千円) 構成比(%)

ITソリューション  13,354,283    56.9    11,092,525  61.7  83.1  18,545,869  57.0

プロダクト  8,971,369  38.2  6,050,584  33.6  67.4  12,208,991  37.6

小計  22,325,652  95.1  17,143,110  95.3  76.8  30,754,861  94.6

システム機器販売  1,160,027  4.9  837,755  4.7  72.2  1,747,170  5.4

合計  23,485,680  100.0  17,980,865  100.0  76.6  32,502,031  100.0

  

  

区分 

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 

対前年 

同期比 

(%) 

前連結会計年度 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

受注高(千円) 構成比(%) 受注高(千円) 構成比(%) 受注高(千円) 構成比(%)

ITソリューション  13,065,319  58.3  10,439,733  64.0  79.9  15,628,528  55.4

プロダクト  8,409,580  37.5  5,378,859  33.0  64.0  11,118,869  39.4

小計  21,474,899  95.8  15,818,592  97.0  73.7  26,747,397  94.8

システム機器販売  952,437  4.2  482,740  3.0  50.7  1,474,120  5.2

合計  22,427,336  100.0  16,301,333  100.0  72.7  28,221,517  100.0

  

  

区分 

前第３四半期 

連結会計期間末 

平成20年12月31日 

当第３四半期 

連結会計期間末 

平成21年12月31日 

対前年 

同期比 

(%) 

前連結会計年度末 

平成21年３月31日 

受注残高(千円) 構成比(%) 受注残高(千円) 構成比(%) 受注残高(千円) 構成比(%)

ITソリューション  9,040,839  69.7  5,759,669  71.4  63.7  6,412,462  65.8

プロダクト  3,144,066  24.2  1,944,008  24.1  61.8  2,615,733  26.8

小計  12,184,905  93.9  7,703,678  95.5  63.2  9,028,195  92.6

システム機器販売  787,081  6.1  366,607  4.5  46.6  721,621  7.4

合計  12,971,987  100.0  8,070,285  100.0  62.2  9,749,817  100.0
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