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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 4,732 ― △69 ― △64 ― △256 ―

20年3月期第3四半期 5,428 0.1 461 △37.1 500 △31.0 241 △50.4

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

21年3月期第3四半期 △20.56 ―

20年3月期第3四半期 19.11 ―

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

21年3月期第3四半期 7,162 5,330 74.4 463.96
20年3月期 8,614 6,393 74.2 506.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,330百万円 20年3月期  6,393百万円

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

20年3月期 ― 5.00 ― 22.00 27.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 6,614 △12.6 156 △79.6 177 △78.4 △57 ― △4.51

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、３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 
１．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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  13,295,000株 20年3月期  13,295,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,806,731株 20年3月期  664,081株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,489,035株 20年3月期第3四半期  12,630,950株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業の雇用調整など景気後退が鮮明となりました。 

 建設業界では、政府の景気対策として住宅ローン減税や雇用対策が盛り込まれた第２次補正予算が先送りされる

など依然厳しい環境でありました。 

  このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）における当第３四半期連結累計期間の業績

につきましては、売上高 百万円、営業損失 百万円、経常損失 百万円、四半期純損失 百万円となりまし

た。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①建設業系ＣＡＤ事業 

 建築ＣＡＤソフトウェア 

   建築業界では、住宅瑕疵担保履行法並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律に対応したセットを中心に拡

販策を実施しました。しかし、第2次補正予算に予定された住宅ローン減税の法案が持ち越しされたため、持家の

住宅着工率が大幅に減少しました。その影響を受け、商談停滞の状況となりました。この結果、建築ＣＡＤソフト

ウェアの売上高は 百万円となり、前年同期に比べ、 百万円の減少となりました。 

 測量ＣＡＤソフトウェア 

 測量業向けに他社測量ＣＡＤソフトウェア買換え優遇策、土地家屋調査士業向けには法務省の推進する登記業務

のオンライン化を推進する「オンライン申請支援ソフト」の拡販策を実施致しました。しかし、８月より不動産業

の大型倒産が相次ぎました。この結果、測量ＣＡＤソフトウェアの売上高は 百万円となり、前年同期に比

べ、 百万円の減少となりました。 

 土木ＣＡＤソフトウェア 

   土木業界では、地方自治体の建設CLAS/ECがすすめられる中、建設現場の業務効率化を強力にサポートできる商

品「EX-TREND武蔵2009」を８月に発売しました。また、土木データダウンロードサイト「武蔵．ＴＶ」も８月に開

設し、新規顧客獲得に向けた拡販策を実施しました。この結果、土木ＣＡＤソフトウェアの売上高は 百万円と

なり、前年同期に比べ、 百万円の減少となりました。 

    これらの要因により営業利益は 百万円となりました。 

②メディカルフィットネス事業 

メディカルフィットネス事業につきましては、実績拡大のため医療施設、フィットネス施設、介護施設への導入

促進に注力しました。この結果、売上高は６百万円となり、営業損失は 百万円となりました。 

③ＩＴソリューション事業 

ＩＴソリューション事業につきましては、建設業向けにはSaasシステム「ARCHITREND Do!Photo」の販売を強化

し、報道機関向け出口調査システム「OneClickCounter」も首長選などで幅広く利用された他、報道機関向けの受

託開発の一部を検収いたしました。この結果、売上高は 百万円となり、営業損失は 百万円となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業では、スクール事業などにより売上高 百万円、営業損失６百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末より 百万円減少し

ました。主な要因は、売上債権の減少、期末配当金の支払い及び自己株式の取得により現金及び預金が減少したこ

とによります。 

また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末より

百万円減少し 百万円となりました。 

 当第３四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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動により得られた資金は、 百万円となっております。主な要因としましては、売上債権の減少額 百

万円、減価償却費 百万円の計上等による増加と、賞与引当金の減少額 百万円、たな卸資産の増加額 百万

円等の減少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） 

   投資活動により使用した資金は、 百万円となっております。主な要因としましては、投資有価証券の取得に

伴う支出 百万円と、定期預金の預入及び払戻によるによる純収入 百万円等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） 

   財務活動により使用した資金は、 百万円となっております。主な要因としましては、配当金の支払 百万

円、自己株式の取得による支出 百万円によるものであります。      

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 

4,732 69 64 256

2,276 428

1,116

104

671

73

607

197

66 74

88

２．連結財政状態に関する定性的情報 

7,162 1,451

637 541

230 544

237 146 156

184

305 185

683 278

405
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 業績予想（平成20年11月14日発表）の見直しは行っておりません。   

  

  

該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５ 

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17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損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881 1,703

受取手形及び売掛金 792 1,338

有価証券 10 10

商品及び製品 45 35

仕掛品 103 6

原材料及び貯蔵品 70 20

その他 240 209

貸倒引当金 △4 △8

流動資産合計 2,138 3,316

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,002 2,044

土地 1,003 1,003

その他（純額） 78 84

有形固定資産合計 3,085 3,132

無形固定資産   

のれん 78 94

その他 181 258

無形固定資産合計 260 352

投資その他の資産   

投資有価証券 835 889

その他 851 928

貸倒引当金 △8 △5

投資その他の資産合計 1,678 1,812

固定資産合計 5,024 5,297

資産合計 7,162 8,614
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31 61

未払法人税等 13 141

前受金 1,122 1,037

賞与引当金 42 188

その他 476 646

流動負債合計 1,687 2,075

固定負債   

長期未払金 144 145

固定負債合計 144 145

負債合計 1,832 2,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,631 1,631

資本剰余金 2,861 2,861

利益剰余金 1,731 2,266

自己株式 △771 △365

株主資本合計 5,454 6,394

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131 △8

為替換算調整勘定 7 7

評価・換算差額等合計 △124 △0

純資産合計 5,330 6,393

負債純資産合計 7,162 8,614
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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：百万円）

当第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) 

売上高 4,732

売上原価 1,030

売上総利益 3,702

販売費及び一般管理費 3,771

営業損失（△） △69

営業外収益  

受取配当金 10

受取保険金 13

その他 19

営業外収益合計 42

営業外費用  

為替差損 9

賃貸費用 6

投資事業組合運用損 21

その他 0

営業外費用合計 38

経常損失（△） △64

特別損失  

固定資産除却損 3

投資有価証券評価損 90

特別損失合計 93

税金等調整前四半期純損失（△） △157

法人税、住民税及び事業税 27

法人税等調整額 71

法人税等合計 98

四半期純損失（△） △256
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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）

当第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) 

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損失（△） △157

減価償却費 237

賞与引当金の増減額（△は減少） △146

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38

投資有価証券評価損益（△は益） 90

売上債権の増減額（△は増加） 544

たな卸資産の増減額（△は増加） △156

前受金の増減額（△は減少） 85

その他 △96

小計 362

利息及び配当金の受取額 15

法人税等の支払額 △147

営業活動によるキャッシュ・フロー 230

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 △595

定期預金の払戻による収入 780

有形固定資産の取得による支出 △65

無形固定資産の取得による支出 △34

投資有価証券の取得による支出 △305

投資有価証券の売却による収入 32

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △184

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 △405

配当金の支払額 △278

財務活動によるキャッシュ・フロー △683

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637

現金及び現金同等物の期首残高 1,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 541
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

-8-

福井コンピュータ㈱　（9790）　平成21年３月期　第３四半期決算短信



  

 当第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）  

  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

 ３．従来、事業の種類別セグメント情報は、ＣＡＤソフトウェア関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額

が全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため記載を省略しておりましたが、第１四半期連結会計期間より当社にメディモ事業部を新設し

販売を開始したこと及びＩＴソリューション事業の重要性が増したことに伴い、第２四半期連結会計期間より

事業の種類別セグメントを建設業系ＣＡＤ事業、メディカルフィットネス事業、ＩＴソリューション事業、そ

の他の事業に区分して開示しております。 

  

 当第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） 

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％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

  

 当第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） 

 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。 

  

  

当社は、平成20年11月20日の取締役会の決議に基づく自己株式の取得（ 株 総額 百万円）を実施

いたしました。この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りの結果、当第３四半期連結累計期間において自己

株式が 百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末において自己株式が 百万円となっております。 

  

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  
建設業系 
ＣＡＤ事業 
（百万円） 

メディカル
フィットネ
ス事業 
（百万円） 

ＩＴ
ソリューシ
ョン事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 4,570  6  66  88  4,732  －  4,732

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

  計  4,570  6  66  88  4,732  －  4,732

  営業利益又は営業 

  損失（△） 
 607  △197  △74  △6  329  △398  △69

事業区分 主要製品

建設業系ＣＡＤ事業 建築ＣＡＤソフトウェア、測量ＣＡＤソフトウェア、土木ＣＡＤソフトウェア等 

メディカルフィットネス事業 フィットネス機器、その他ジム用機器等 

ＩＴソリューション事業 選挙出口調査システム、ＣＡＤ以外のシステム開発等 

その他の事業 てなわん宿泊予約、ＣＡＤスクール等 

b．所在地別セグメント情報 

ｃ．海外売上高 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

1,142,400 405

405 771
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

区分 

前年同四半期
（平成20年３月期 

第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  5,428

Ⅱ 売上原価  997

売上総利益  4,430

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,968

営業利益  461

Ⅳ 営業外収益  50

Ⅴ 営業外費用  11

経常利益  500

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  16

税金等調整前四半期純利益  484

税金費用  242

四半期純利益  241
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（２）販売の状況 

品目別の売上高は次のとおりであります。 

品目別 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
  第３四半期） 

  

製品 

  建築ＣＡＤソフトウェア（百万円）  2,704

  測量ＣＡＤソフトウェア（百万円）  1,221

  土木ＣＡＤソフトウェア（百万円）  745

  サポートサービス（百万円）  306

  その他（百万円）  242

       小計（百万円）  5,219

商品 

  ハードウェア（百万円）  208

       小計（百万円）  208

       合計（百万円）  5,428
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