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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況(連結) 

    平成 18 年 7 月 31 日 

上場会社名  株式会社 コア (コード番号：2359 東証第一部) 

(ＵＲＬ http://www.core.co.jp/ )   

問 合 せ 先       代表者役職 代表取締役社長  

       氏名    井手 祥司  

       責任者役職 取締役常務執行役員 最高財務責任者 

       氏名    野秋 盛和 ＴＥＬ：(03)3795―5111 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 

 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況(平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日) 
(1) 経営成績(連結)の進捗状況         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

四 半 期 ( 当 期) 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 5,455 9.8 36 △81.5 27 △85.0 35 △60.5

18 年３月期第１四半期 4,968 3.7 199 △11.0 181 △19.6 89 △25.5

(参考)18 年３月期 22,831  1,484  1,479  875  

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円  銭 円  銭

19 年３月期第１四半期 2.42 2.40

18 年３月期第１四半期 6.04 5.98

(参考)18 年３月期 59.36 58.75

 (注).売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 

〔経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等〕 

当第１四半期の我が国経済は中東や東アジアにおける地政学的リスク、高騰する原油高、団塊

世代の大量退職を迎える2007年問題、日銀の量的緩和解除後の金融政策動向など、多くの不安要

素を抱えたまま、緩やかな景気回復が継続しております。 

当情報サービス産業界においても、主力の受注ソフトウェア売上は業種や地域間でばらつきが

みられるものの、全体としては着実な回復が続いています。特に、エンベデッド系分野（自動車

関連、デジタル家電、次世代携帯電話等）、ビジネス系分野（銀行・クレジットカード会社の統

合・合併・次期システム案件等）においては、好調な引合いに対応して優秀なソフトウェア技術

者をタイムリーに確保することが大きな課題として浮かび上がってきました。 

このような経営環境の下、当社グループは｢CSR の遂行＆更なるコアブランド力の強化｣をビジ

ョンに｢エンベデッドのコア｣をブランド戦略として掲げ、優良顧客(メーカ)への集中的な営業展

開と戦略的な研究開発の強化を図ってまいりました。しかしながら、受注計画のずれ込み、一部

案件での受注取消、失注の発生により、当第１四半期における売上高は 5,455 百万円(前期比

9.8％増)、営業利益は 36 百万円(同 81.5％減)、経常利益は 27 百万円(同 85.0％減)、当期純利

益は 35 百万円(同 60.5％減)となりました。 
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〔事業の種類別セグメント情報に関する定性的情報等〕 

 売上高  
 

エンベデッドソリューシ

ョン事業 
ビジネスソリューション

事業 
プロダクトソリューショ

ン事業 
計 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 2,916 4.9 1,854 11.2 685 31.3 5,455 9.8

18 年３月期第１四半期 2,779 2.8 1,666 10.1 521 △9.0 4,968 3.7

(参考)18 年３月期 12,663  7,392  2,775  22,831  

 

 営業利益  
 

エンベデッドソリューシ

ョン事業 
ビジネスソリューション

事業 
プロダクトソリューショ

ン事業 
計 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 86 △51.4 63 50.8 △112 ― 36 △81.5

18 年３月期第１四半期 177 △21.9 41 61.0 △20 ― 199 △11.0

(参考)18 年３月期 1,127  318  38  1,484  

(注１)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

(注２)パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

(注３)前中間連結会計期間から事業セグメント名称を、次のとおり変更しております。 

(旧)                   (新) 

   情報通信ソリューションサービス事業   →   エンベデッドソリューション事業 

   ビジネスソリューションサービス事業   →   ビジネスソリューション事業 

   プロダクト・販売等事業         →   プロダクトソリューション事業 

 

＜エンベデッドソリューション事業＞ 

前連結会計年度に続き、車載システム、第三世代携帯電話、情報家電、液晶製造・検査装

置開発などにフォーカスした営業展開により、売上高は拡大しました。利益面では高感度Ｇ

ＰＳチップの技術開発、製品開発、一部案件での受注取消により、費用が増加しました。 

その結果、当第１四半期の売上高は 2,916 百万円（前年同期比 4.9％増）、営業利益は 86

百万円（同 51.4％減）となりました。 

 

＜ビジネスソリューション事業＞ 

金融機関（銀行、クレジット、生保等）向け大規模プロジェクトの需要に対応した金融ソ

リューションサービス、及び、電力系・流通系 Web システム開発の受注が拡大した結果、売

上高は 1,854 百万円（前年同期比 11.2％増）、営業利益は 63 百万円（同 50.8％増）となりま

した。 

 

＜プロダクトソリューション事業＞ 

子会社化した株式会社ラムダシステムズの電子テロップ製品群が新たに製品ラインアップ

に加わった結果、売上高は 685 百万円（前年同期比 31.3％増）となりました。一方、利益面

では既存主力製品である「OpenPDM/e-OpenPDM（製品データ管理システム）」、「ITAM/ITAMScan

（統合資産管理システム）」、及び、株式会社ラムダシステムズの新市場向け製品研究開発費

の増加等の影響により、営業利益は△112 百万円（同 92 百万円減少）となりました。 
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(2) 財政状態(連結)の変動状況         (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 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

19 年３月期第１四半期 15,541 6,748 43.3 461.26

18 年３月期第１四半期 13,523 6,391 47.3 430.97

(参考)18 年３月期 16,531 7,009 42.4 479.09

 

【連結キャッシュ・フローの状況】        (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期第１四半期 513 △1 △689 2,421

18 年３月期第１四半期 552 △42 △519 2,490

(参考)18 年３月期 902 △1,037 226 2,598

 

〔財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等〕 

①財政状態の変動状況 

 総資産は前連結会計年度末に比べ 989 百万円減少しました。これは主に、

受取手形及び売掛金の減少 1,211 百万円などがあったことによるものです。

また、負債の減少 698 百万円は、買掛金の減少 300 百万円、借入金の減少 396

百万円などによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

・現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 176 百万円減少しました。 

・営業活動によるキャッシュ・フローは 513 百万円となりました。これは主

に税金等調整前四半期純利益が 82 百万円となり、売上債権の増加 1,211 百

万円、確定拠出年金移行に伴う未払金の増加 819 百万円に対し、退職給付

引当金の減少 1,169 百万円、法人税等の支払 349 百万円があったことによ

るものです。 

・投資活動によるキャッシュ・フローは△1 百万円となりました。これは主

に定期預金払戻による収入 24 百万円と投資有価証券の取得による支出 21

百万円によるものです。 

・財務活動によるキャッシュ・フローは△689 百万円となりました。これは

借入金の返済 396 百万円、配当金の支払い 292 百万円によるものです。 
 

３．19 年３月期の連結業績予想(平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日) 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

中 間 期 11,850 370 210

通    期 25,600 1,680 960

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期)  65 円 62 銭 

 
〔業績予想に関する定性的情報等〕 
業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の

通り、上記の連結業績を見込んでおります。 
 

(注)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 

以 上 
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１.(要約)四半期連結貸借対照表 

 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 2,678,089 2,598,352 79,736  2,879,768

２ 受取手形及び売掛金 4,404,957 3,862,206 542,750  5,615,970

３ 有価証券 26,381 24,629 1,752  26,667

４ たな卸資産 1,060,632 909,323 151,308  668,717

５ 繰延税金資産 595,060 433,058 162,002  299,004

６ その他 157,694 120,480 37,213  100,117

貸倒引当金 △478 △706 227  △732

流動資産合計 8,922,336 7,947,344 974,991 12.3 9,589,511

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 1,133,290 1,121,942 11,348  1,146,892

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

100,686 75,291 25,395  104,486

(3) 土地 2,093,406 2,082,175 11,231  2,093,406

(4) その他 80,552 87,596 △7,043  83,965

(5) 建設仮勘定 26,935 27,572 △637  27,884

有形固定資産合計 3,434,871 3,394,577 40,293 1.2 3,456,635

２ 無形固定資産  

(1) 連結調整勘定 860,223 343,548 516,675  888,642

(2) その他 48,803 49,461 △657  49,874

無形固定資産合計 909,027 393,009 516,018 131.3 938,516

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 947,753 443,656 504,096  979,667

(2) 繰延税金資産 476,384 621,779 △145,395  711,650

(3) その他 868,746 741,451 127,294  872,928

貸倒引当金 △17,850 △17,850 ―  △17,850

投資その他の資産
合計 

2,275,033 1,789,037 485,996 27.2 2,546,396

固定資産合計 6,618,932 5,576,624 1,042,308 18.7 6,941,548

資産合計 15,541,269 13,523,968 2,017,300 14.9 16,531,060
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当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 2,187,997 1,982,887 205,109  2,488,432

２ 短期借入金 2,190,003 1,063,340 1,126,662  2,443,670

３ 一年内償還予定 
社債 

100,000 100,000 ―  100,000

４ 未払法人税等 102,840 237,867 △135,026  371,098

５ 賞与引当金 930,068 878,838 51,230  565,243

６ 受注損失引当金 3,176 17,648 △14,471  4,180

７ その他 1,032,424 502,483 529,941  496,809

流動負債合計 6,546,510 4,783,065 1,763,444 36.9 6,469,434

Ⅱ 固定負債  

１ 社債 200,000 300,000 △100,000  200,000

２ 長期借入金 1,109,844 502,984 606,859  1,252,594

３ 退職給付引当金 89,681 1,178,824 △1,089,142  1,258,882

４ 役員退職慰労引当金 274,055 282,893 △8,838  284,507

５ その他 572,665 65,572 507,093  25,839

固定負債合計 2,246,246 2,330,274 △84,028 △3.6 3,021,823

負債合計 8,792,756 7,113,340 1,679,416 23.6 9,491,258

(少数株主持分)  

  少数株主持分 ― 19,175 ― ― 30,414

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 ― 438,900 ― ― 438,900

Ⅱ 資本剰余金 ― 151,112 ― ― 151,112

Ⅲ 利益剰余金 ― 5,779,134 ― ― 6,564,576

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

― 49,277 ― ― 97,572

Ⅴ 為替換算調整勘定 ― △26,888 ― ― △12,859

Ⅵ 自己株式 ― △83 ― ― △229,914

資本合計 ― 6,391,453 ― ― 7,009,387

負債、少数株主持分
及び資本合計 

― 13,523,968 ― ― 16,531,060
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当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 438,900 ― ― ― ―

２ 資本剰余金 151,112 ― ― ― ―

３ 利益剰余金 6,307,374 ― ― ― ―

４ 自己株式 △229,914 ― ― ― ―

株主資本合計 6,667,472 ― ― ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等 ― ― ― ―

１ その他有価証券 
  評価差額金 

70,106 ― ― ― ―

２ 為替換算調整勘定 △12,621 ― ― ― ―

評価・換算差額等合計 57,484 ― ― ― ―

Ⅲ 少数株主持分 23,554 ― ― ― ―

純資産合計 6,748,512 ― ― ― ―

負債及び純資産合計 15,541,269 ― ― ― ―
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２．(要約)四半期連結損益計算書 

 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 5,455,710 4,968,188 487,521 9.8 22,831,777

Ⅱ 売上原価 4,320,834 3,943,703 377,131 9.6 18,057,474

売上総利益 1,134,875 1,024,485 110,390 10.8 4,774,302

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,098,057 825,397 272,659 33.0 3,290,054

営業利益 36,818 199,088 △162,269 △81.5 1,484,247

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 549 305 243  2,808

２ 受取配当金 438 1,491 △1,053  3,445

３ 賃貸料収入 1,351 1,351 △0  5,404

４ 持分法による 
  投資利益 

― ― ―  3,735

５ その他 5,944 6,394 △450  28,618

営業外収益計 8,282 9,543 △1,260 △13.2 44,013

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 14,386 5,161 9,224  25,889

２ 賃貸料原価 1,304 1,331 △26  5,318

３ 持分法による 
  投資損失 

941 16,135 △15,194  ―

４ その他 1,183 4,475 △3,292  17,721

営業外費用計 17,816 27,104 △9,288 △34.3 48,928

経常利益 27,284 181,526 △154,241 △85.0 1,479,332

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券売却益 ― ― ―  69,661

２ 退職給付引当金戻入
  益 

59,863 ― 59,863  ―

特別利益計 59,863 ― 59,863 ― 69,661

Ⅶ 特別損失  

  投資有価証券評価損 4,156 ― 4,156  ―

特別損失計 4,156 ― 4,156 ― ―

税金等調整前 
四半期(当期)純利益

82,992 181,526 △98,534 △54.3 1,548,993

法人税、住民税 
及び事業税 

96,425 241,593 △145,168 △60.1 703,105

法人税等調整額 △41,923 △144,751 102,827 △71.0 △32,082

少数株主利益 △6,917 △4,884 △2,032 41.6 2,959

四半期(当期)純利益 35,407 89,568 △54,161 △60.5 875,010
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３．四半期連結剰余金計算書 

 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 
第１四半期) 

(参考) 
(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 151,112 151,112 151,112

Ⅱ 資本剰余金四半期末(期末) 
  残高 

151,112 151,112 151,112

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,564,576 5,874,948 5,874,948

Ⅱ 利益剰余金増加高 35,407 89,568 875,010

四半期(当期)純利益 35,407 89,568 875,010

Ⅲ 利益剰余金減少高 292,610 185,382 185,382

配当金 292,610 185,382 185,382

Ⅳ 利益剰余金四半期末(期末) 
  残高 

6,307,374 5,779,134 6,564,576
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４．(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 
第１四半期) 

(参考) 
(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 税金等調整前 
  四半期(当期)純利益 

82,992 181,526 1,548,993

２ 減価償却費 36,215 32,392 145,984

３ 連結調整勘定償却額 54,918 22,903 91,612

４ 貸倒引当金の減少額 △254 △4,076 △4,100

５ 賞与引当金の増加額 364,809 332,497 17,653

６ 退職給付引当金の増減額 △1,169,200 19,475 99,533

７ 確定拠出年金移行に伴う 
  未払金増加額 

819,925 ― ―

８ 役員退職慰労引当金の 
  増減額 

△36,952 438 2,052

９ 受注損失引当金の増減額 △1,004 17,648 4,180

10 投資有価証券売却益 ― ― △69,661

11 投資有価証券評価損 4,156 ― ―

12 持分法による投資損益 941 16,135 △3,735

13 固定資産除却売却損 170 ― ―

14 売上債権の増減額 1,211,024 896,587 △288,078

15 たな卸資産の増減額 △391,901 △335,665 83,690

16 営業債務の増減額 △250,142 △213,005 74,960

17 前受金の増加額 147,300 33,193 4,609

18 未払消費税の減少額 △18,259 △10,729 △5,336

19 受取利息及び配当金 △987 △1,797 △6,254

20 支払利息 14,386 5,161 25,889

21 その他 6,622 3,506 △54,566

小計 874,762 996,194 1,667,426

22 利息及び配当金の受取額 2,787 3,448 18,935

23 利息の支払額 △14,386 △5,161 △25,889

24 法人税等の支払額 △349,403 △441,547 △758,056

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

513,760 552,933 902,416
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当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 
第１四半期) 

(参考) 
(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 定期預金の預入 
による支出 

△3 ― △60,017

２ 定期預金の払戻 
による収入 

24,816 50,012 70,581

３ 有価証券の取得 
による支出 

△216 △112 △616

４ 有価証券の売却 
による収入 

― 2,000 2,000

５ 有形固定資産 
の取得による支出 

△6,455 △32,888 △151,303

６ 有形固定資産 
の売却による収入 

110 ― ―

７ 無形固定資産 
の取得による支出 

△1,260 △12,068 △17,215

８ 投資有価証券 
の取得による支出 

△21,000 △50,000 △672,419

９ 投資有価証券 
の売却による収入 

― ― 264,760

10 貸付金の回収による収入 3,242 ― ―

11 その他の投資の取得 
による支出 

△1,796 △1,740 △24,511

12 その他の投資の回収 
による収入 

855 2,110 7,383

13 株式の取得により新規連結 
したことに伴う支出 

― ― △455,667

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△1,707 △42,686 △1,037,025

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入金の純減少額 △197,667 △340,182 △137,345

２ 長期借入れによる収入 ― 50,000 1,050,000

３ 長期借入金の 
返済による支出 

△198,750 △44,036 △168,962

４ 社債の償還による支出 ― ― △100,000

５ 自己株式の取得による支出 ― ― △231,757

６ 配当金の支払額 △292,600 △185,378 △185,378

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△689,017 △519,597 226,556

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

99 1,156 7,359

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額 

△176,866 △8,193 99,306

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

2,598,265 2,498,958 2,498,958

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

2,421,399 2,490,764 2,598,265
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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 
 

項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

１ 連結の範囲に関する

事項 

(1) 連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

株式会社アコード・シ

ステム 

株式会社アクティブ・

ブレインズ・トラスト

コアネットインタナシ

ョナル株式会社 

コア興産株式会社 

北京核心軟件有限公司

株式会社ギガ 

株式会社プロネット 

株式会社ラムダシステ

ムズ 

株式会社アイ・シー 

(1) 連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

株式会社アコード・シ

ステム 

株式会社アクティブ・

ブレインズ・トラスト 

コアネットインタナシ

ョナル株式会社 

コア興産株式会社 

北京核心軟件有限公司 

株式会社ギガ 

株式会社プロネット 

 

(1) 連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

株式会社アコード・シ

ステム 

株式会社アクティブ・

ブレインズ・トラスト

コアネットインタナシ

ョナル株式会社 

コア興産株式会社 

北京核心軟件有限公司

株式会社ギガ 

株式会社プロネット 

   株式会社ラムダシステ

   ムズ 

   株式会社アイ・シー 

    株式会社ラムダシス

   テムズについては、新

   たに株式を取得したこ

   とにより、当連結会計

   年度末より連結の範囲

   に含めております。 

    また、株式会社ラム

   ダシステムズの100%子

   会社である株式会社ア

   イ・シーについても、

   当連結会計年度末よ 

   り連結の範囲に含めて

   おります。 

 (2) 非連結子会社の数３社 

非連結子会社の名称 

上海核心信息技術有限

公司 

アンサー・アンド・コ

ンサルティング株式会

社 

株式会社医療福祉工学

研究所 

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益及び

利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも四半

期連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

めであります。 

(2) 非連結子会社の数３社 

非連結子会社の名称 

同左 

 

 

 

 

 

 

連結の範囲から除いた理

由 

同左 

(2) 非連結子会社の数３社 

非連結子会社の名称 

同左 

 

 

 

 

 

 

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであり

ます。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

(1) 持分法を適用した非連結

子会社及び関連会社 

非連結子会社の数 

２社 

非連結子会社の名称 

上海核心信息技術有限

公司 

アンサー・アンド・コ

ンサルティング株式会

社 

関連会社 ４社 

持分法適用会社の名称 

株式会社ダイセック 

協立システム開発株式

会社 

ケイ・エヌ情報システ

ム株式会社 

株式会社古河市情報セ

ンター 

 

(1) 持分法を適用した非連結

子会社及び関連会社 

非連結子会社の数 

２社 

非連結子会社の名称 

同左 

 

 

 

 

関連会社 ４社 

持分法適用会社の名称 

同左 

(1) 持分法を適用した非連結

子会社及び関連会社 

非連結子会社の数 

２社 

非連結子会社の名称 

同左 

 

 

 

 

関連会社 ４社 

持分法適用会社の名称 

同左 

 (2) 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社 

持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の

うち主要な会社の名称 

株式会社システムクリ

エイティブ 

株式会社東北情報セン

ター 

北京吉利科電子工程有

限公司 

(2) 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社 

持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の

うち主要な会社の名称 

同左 

(2) 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社 

持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の

うち主要な会社の名称 

同左 

 (3) 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、

それぞれ四半期連結純損

益及び連結利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても

重要性がないため、持分

法の適用から除外してお

ります。 

(3) 持分法を適用しない理由 

同左 

(3) 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、

それぞれ連結純損益及び

連結利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性

がないため、持分法の適

用から除外しておりま

す。 

 (4) 持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要が

あると認められる事項 

 持分法適用会社のう

ち、四半期決算日が四半

期連結決算日と異なる会

社については、当該会社

の四半期会計期間に係る

四半期財務諸表を使用し

ております。 

(4) 持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要が

あると認められる事項 

同左 

(4) 持分法の適用の手続につ

いて特に記載する必要が

あると認められる事項 

 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算日

と異なる会社について

は、当該会社の事業年度

に係る財務諸表を使用し

ております。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

３ 連結子会社の第１四

半期決算日(決算

日)に関する事項 

 連結子会社のうち北京核心

軟件有限公司の第１四半期決

算日は３月31日であります。

四半期連結財務諸表を作成す

るにあたっては同日現在の財

務諸表を使用し、四半期連結

決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要

な修正を行っております。 

同左  連結子会社のうち北京核心

軟件有限公司の決算日は12月

31日であります。連結財務諸表

を作成するにあたっては同日

現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

修正を行っております。 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① たな卸資産の評価方法

及び評価基準 

商品 

移動平均法による原価

法 

原材料 

移動平均法による原価

法 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① たな卸資産の評価方法

及び評価基準 

商品 

同左 

 

原材料 

同左 

 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① たな卸資産の評価方法

及び評価基準 

商品 

同左 

 

原材料 

同左 

 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

 ② 有価証券の評価方法及

び評価基準 

その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算末日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

② 有価証券の評価方法及

び評価基準 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

② 有価証券の評価方法及

び評価基準 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

 時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

定率法 

 但し、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)

について定額法を採用

しております。 

 なお、耐用年数及び

残存価額については、

法人税法に規定する方

法と同一の基準によっ

ております。 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

同左 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

 無形固定資産 

市場販売目的のソフト

ウェア 

 見込販売期間(３

年以内)における見

込販売数量に基づ

く償却額と販売可

能な残存有効期間

に基づく均等配分

額を比較し、いずれ

か大きい額を計上

しております。 

自社利用のソフトウェ

ア 

 見込利用可能期

間(５年)に基づく

定額法によってお

ります。 

無形固定資産 

市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

 

無形固定資産 

市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 受注損失引当金 

 ソフトウェアの請負

契約に基づく開発のう

ち、当四半期連結会計

期間末時点で将来の損

失が見込まれ、かつ、

当該損失額を合理的に

見積もることが可能な

ものについては、将来

発生が見込まれる損失

額を計上しておりま

す。 

③ 受注損失引当金 

同左 

③ 受注損失引当金 

ソフトウェアの請負

契約に基づく開発のう

ち、当連結会計年度末

時点で将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積も

ることが可能なものに

ついては、将来発生が

見込まれる損失額を計

上しております。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

 ④ 退職給付引当金 

――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報） 

 当社及び国内連結子

会社は平成18年４月１

日をもって、適格年金

制度及び退職一時金制

度を廃止し、確定拠出

年金制度に移行いたし

ました。 

 なお、確定拠出年金

へ移行しない退職一時

金については、制度の

廃止時点までに係る退

職金額は確定しており

ますが、支給時期は退

職時であるため、「実

務対応報告第２号退職

給付制度間の移行等の

会計処理に関する実務

上の取扱い」（企業会

計基準委員会平成14年

３月29日）に基づき、

引続き｢退職給付引当

金」として計上してお

ります。 

 未認識数理計算上の

差異の未処理額につい

ては、退職一時金に含

めて一括処理しており

ます。 

 本移行に伴う影響額

は、特別利益として

59,863千円計上してお

ります。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

四半期連結会計期間末

において発生している

と認められる額を計上

しております。 

 未認識数理計算上の

差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

(５年)による定額法に

より、その発生時の翌

連結会計年度から費用

処理しております。 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

連結会計年度末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

ります。 

 未認識数理計算上の

差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

(５年)による定額法に

より、その発生時の翌

連結会計年度から費用

処理しております。 



 
 
 

 16

 

項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰

労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支

給規程に基づく四半期

連結会計期間末要支給

額を計上しておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰

労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金支

給規程に基づく連結会

計年度末要支給額を計

上しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 (5) その他四半期連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっておりま

す。 

② 税額計算等における諸

準備金の取扱い 

 当四半期連結会計期

間に係る税額及び法人

税等調整額は、当事業

年度において予定して

いる利益処分による租

税特別措置法の規定に

基づく積立金及び準備

金の取崩を前提として

当四半期連結会計期間

に係る金額を計算して

おります｡ 

(5) その他四半期連結財務諸

表作成のための重要な事

項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

② 税額計算等における諸

準備金の取扱い 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

② 税額計算等における諸

準備金の取扱い 

――――――――― 

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関

する事項 

 連結子会社の資産及び負債

の評価方法は、全面時価評価

法を採用しております。 

同左 同左 

６ 連結調整勘定の償却

に関する事項 

 連結調整勘定は、５年間で

均等償却しております。ただ

し、金額が僅少なものは、発

生した期の損益として処理し

ております。 

同左 同左 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

７ 利益処分項目等の取

扱いに関する事項 

(1) 利益処分または損失処理

の取扱方法 

 四半期連結会計期間中

に確定した利益処分に基

づいております。 

(1) 利益処分または損失処理

の取扱方法 

同左 

(1) 利益処分または損失処理

の取扱方法 

 連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて

おります。 

 (2) 連結剰余金計算書の作成

の手続きについて特に記

載する必要があると認め

られる事項 

 連結子会社の利益準備

金については、株式取得

日以降に発生した連結持

分を連結剰余金に含めて

おります。 

(2) 連結剰余金計算書の作成

の手続きについて特に記

載する必要があると認め

られる事項 

同左 

(2) 連結剰余金計算書の作成

の手続きについて特に記

載する必要があると認め

られる事項 

同左 

８ 四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 資金の範囲には、手許現金、

要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資を含めて

おります。 

同左 同左 
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(表示方法の変更) 
 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

――――――――― ―――――――――  ｢四半期連結損益計算書｣ 

 当連結会計年度末から、「棚卸資産

廃棄損」(当連結会計年度572千円)は、

金額が僅少となったため、営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

(会計処理方法の変更) 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

―――――――――  ｢固定資産の減損に係る会計基準｣ 

 (｢固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書｣(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び｢固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針｣(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)が平成

17年４月１日以後開始する連結会計年

度から適用されることになったことに

伴い、当四半期連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用しており

ます。これに伴う、連結財務諸表等へ

の影響はありません。 

 ｢固定資産の減損に係る会計基準」 

 当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準委員会

 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)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。 

 

(追加情報) 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

―――――――――  ｢受注損失引当金」 

 当四半期連結会計期間では、請負契

約に基づく提案型ソリューション業務

や新規技術開発を伴う業務において、

政策的な受注や仕様調整の受入等によ

り、プロジェクトの実行予算上、開発

原価が受注金額を超える部分が発生し

たため、受注損失引当金33百万円を計

上しております。 

 ｢受注損失引当金｣ 

 当連結会計年度では、請負契約に基

づく提案型ソリューション業務や新規

技術開発を伴う業務において、政策的

な受注や仕様調整の受入等により、プ

ロジェクトの実行予算上、開発原価が

受注金額を超える部分が発生したた

め、受注損失引当金4,180千円を計上し

ております。 
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５．セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当四半期(平成19年３月期第１四半期) 

 

エンベデッドソ

リューション事

業 

(千円) 

ビジネスソリュ

ーション事業

(千円) 

プロダクトソリ

ューション事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
2,916,126 1,854,335 685,247 5,455,710 ― 5,455,710

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
256 ― 8,258 8,515 (8,515) ―

計 2,916,383 1,854,335 693,506 5,464,225 (8,515) 5,455,710

営業費用 2,830,261 1,791,288 805,857 5,427,407 (8,515) 5,418,891

営業利益又は営業損失(△) 86,121 63,047 △112,351 36,818 ― 36,818

(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

前年同四半期(平成18年３月期第１四半期) 

 

情報通信ソリュ

ーションサービ

ス事業 

(千円) 

ビジネスソリュ

ーションサービ

ス事業 

(千円) 

プロダクト・

販売等事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
2,779,362 1,666,969 521,857 4,968,188 ― 4,968,188

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
265 74 8,795 9,134 (9,134) ―

計 2,779,627 1,667,043 530,652 4,977,323 (9,134) 4,968,188

営業費用 2,602,335 1,625,225 550,674 4,778,235 (9,134) 4,769,100

営業利益又は営業損失(△) 177,291 41,818 △20,022 199,088 ― 199,088

(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

(参考)(平成18年３月期) 

 

エンベデッドソ

リューション事

業 

(千円) 

ビジネスソリュ

ーション事業

(千円) 

プロダクトソリ

ューション事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
12,663,630 7,392,615 2,775,531 22,831,777 ― 22,831,777

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
999 ― 33,949 34,948 (34,948) ―

計 12,664,629 7,392,615 2,809,480 22,866,725 (34,948) 22,831,777

営業費用 11,537,056 7,074,241 2,771,179 21,382,477 (34,948) 21,347,529

営業利益又は営業損失(△) 1,127,573 318,373 38,300 1,484,247 ― 1,484,247

(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
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６.(要約)四半期貸借対照表 

 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減  
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 1,026,415 1,545,796 △519,380  964,939

２ 受取手形 66,408 103,548 △37,140  58,538

３ 売掛金 3,747,534 3,417,395 330,138  4,472,055

４ 有価証券 26,381 24,629 1,752  26,667

５ たな卸資産 722,406 822,241 △99,835  430,985

６ 繰延税金資産 441,432 339,175 102,257  220,841

７ その他 116,723 108,005 8,718  79,169

貸倒引当金 △382 △639 257  △630

流動資産合計 6,146,920 6,360,154 △213,234 △3.4 6,252,567

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物 986,089 983,801 2,288  997,697

(2) 構築物 42,235 44,613 △2,378  43,466

(3) 機械及び装置 18,034 15,703 2,330  15,345

(4) 車両運搬具 18,254 22,029 △3,775  20,082

(5) 工具器具備品 46,986 52,410 △5,423  48,863

(6) 土地 1,747,251 1,747,251 ―  1,747,251

有形固定資産合計 2,858,851 2,865,810 △6,958 △0.2 2,872,706

２ 無形固定資産 25,044 27,372 △2,327 △8.5 26,154

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 727,013 272,786 454,226  776,668

(2) 関係会社株式 2,724,200 1,577,492 1,146,708  2,724,200

(3) 繰延税金資産 324,670 537,193 △212,522  530,808

(4) その他 712,833 698,909 13,923  712,440

貸倒引当金 △17,850 △17,850 ―  △17,850

投資その他の 
資産合計 

4,470,866 3,068,532 1,402,334 45.7 4,726,267

固定資産合計 7,354,763 5,961,715 1,393,048 23.4 7,625,129

資産合計 13,501,683 12,321,869 1,179,814 9.6 13,877,696
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当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 1,998,826 1,891,372 107,454  2,179,981

２ 短期借入金 1,608,963 947,629 661,334  1,356,630

３ １年内償還予定社債 100,000 100,000 ―  100,000

４ 未払法人税等 63,627 189,438 △125,810  268,065

５ 未払消費税等 76,978 77,547 △568  71,620

６ 賞与引当金 716,859 681,655 35,203  419,747

７ 受注損失引当金 1,252 17,648 △16,395  1,571

８ その他 669,437 338,412 331,024  288,347

流動負債合計 5,235,944 4,243,702 992,241 23.4 4,685,963

Ⅱ 固定負債  

１ 社債 200,000 300,000 △100,000  200,000

２ 長期借入金 1,049,024 502,984 546,039  1,187,514

３ 退職給付引当金 81,194 988,411 △907,217  1,058,480

４ 役員退職慰労引当金 221,066 245,937 △24,870  245,937

５ その他 475,444 64,777 410,667  25,029

固定負債合計 2,026,730 2,102,110 △75,380 △3.6 2,716,961

負債合計 7,262,675 6,345,813 916,861 14.4 7,402,925

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 ― 438,900 ― ― 438,900

Ⅱ 資本剰余金  

資本準備金 ― 151,112 ―  151,112

資本剰余金合計 ― 151,112 ― ― 151,112

Ⅲ 利益剰余金  

１ 利益準備金 ― 84,505 ―  84,505

２ 任意積立金 ― 3,485,166 ―  3,485,166

３ 四半期(当期)未処分
利益 

― 1,767,563 ―  2,447,797

利益剰余金合計 ― 5,337,235 ― ― 6,017,470

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

― 48,890 ― ― 97,202

Ⅴ 自己株式 ― △83 ― ― △229,914

資本合計 ― 5,976,056 ― ― 6,474,771

負債資本合計 ― 12,321,869 ― ― 13,877,696
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当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 438,900 ― ― ― ―

２ 資本剰余金  

 資本準備金 151,112 ― ―  ―

資本剰余金合
計 

151,112 ― ― ― ―

３ 利益剰余金  

(1)利益準備金 84,505 ― ― ― ―

(2)その他利益剰余金  

特別償却準備金 3,630 ― ―  ―

固定資産圧縮積
立金 

18,822 ― ―  ―

別途積立金 3,460,000 ― ―  ―

繰越利益剰余金 2,242,124 ― ―  ―

利益剰余金合
計 

5,809,084 ― ― ― ―

４ 自己株式 △229,914 ― ― ― ―

株主資本合計 6,169,182 ― ― ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等  

  その他有価証券 
  評価差額金 

69,826 ― ―  ―

評価・換算差
額金等合計 

69,826 ― ― ― ―

純資産合計 6,239,008 ― ― ― ―

負債及び純資産合計 13,501,683 ― ― ― ―
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７．(要約)四半期損益計算書 

 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

増減 
(参考) 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 4,494,353 4,349,477 144,875 3.3 19,918,163

Ⅱ 売上原価 3,631,421 3,495,266 136,155 3.9 15,997,429

売上総利益 862,931 854,211 8,719 1.0 3,920,734

Ⅲ 販売費及び一般管理費 771,917 660,655 111,261 16.8 2,633,557

営業利益 91,014 193,556 △102,542 △53.0 1,287,176

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 387 282 104  2,343

２ 受取配当金 2,686 67,279 △64,593  69,221

３ 賃貸料収入 9,965 9,965 ―  39,863

４ その他 5,148 5,835 △686  24,998

営業外収益計 18,188 83,363 △65,175 △78.2 136,427

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 11,180 4,438 6,742  22,279

２ 賃貸料原価 7,101 7,280 △178  29,034

３ その他 547 3,445 △2,898  12,351

営業外費用計 18,830 15,165 3,665 24.2 63,664

経常利益 90,371 261,754 △171,382 △65.5 1,359,939

Ⅵ 特別利益  

  投資有価証券売却益 ― ― ―  69,661

  退職給付引当金戻入
  益 

59,863 ― 59,863  ―

特別利益計 59,863 ― 59,863 ― 69,661

Ⅶ 特別損失  

  投資有価証券評価損 4,156 ― 4,156  ―

特別損失計 4,156 ― 4,156 ― ―

税引前四半期(当期)
純利益 

146,079 261,754 △115,675 △44.2 1,429,601

法人税、住民税 
及び事業税 

57,683 193,924 △136,241 △70.3 586,600

法人税等調整額 4,171 △111,463 115,634 △103.7 △16,526

四半期(当期)純利益 84,224 179,292 △95,068 △53.0 859,527
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

１ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

(1) 商品 

移動平均法による原価法

(1) 商品 

同左 

(1) 商品 

同左 

 (2) 原材料 

移動平均法による原価法

(2) 原材料 

同左 

(2) 原材料 

同左 

 (3) 仕掛品 

個別法による原価法 

(3) 仕掛品 

同左 

(3) 仕掛品 

同左 

 (4) 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(4) 貯蔵品 

同左 

(4) 貯蔵品 

同左 

２ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 四半期決算末日の市

場価格等に基づく時価

法 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

３ 固定資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

定率法 

 但し、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附

属設備は除く)については、

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェ

ア 

 見込販売期間(３年以内)

における見込販売数量に基

づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか大

きい額を計上しておりま

す。 

自社利用のソフトウェア 

 見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェ

ア 

同左 

 

 

 

 

 

 

――――――――― 

無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェ

ア 

同左 

 

 

 

 

 

 

自社利用のソフトウェア 

 見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 受注損失引当金 

 ソフトウェアの請負

契約に基づく開発のう

ち、当四半期会計期間末

時点で将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もる

ことが可能なものにつ

いては、将来発生が見込

まれる損失額を計上し

ております。 

(3) 受注損失引当金 

同左 

(3) 受注損失引当金 

 ソフトウェアの請負

契約に基づく開発のう

ち、当事業年度末時点で

将来の損失が見込まれ、

かつ、当該損失額を合理

的に見積もることが可

能なものについては、将

来発生が見込まれる損

失額を計上しておりま

す。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

 (4) 退職給付引当金 

―――――――  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報） 

 当社は平成18年４月

１日をもって、適格年金

制度及び退職一時金制

度を廃止し、確定拠出年

金制度に移行いたしま

した。 

 なお、確定拠出年金へ

移行しない退職一時金

については、制度の廃止

時点までに係る退職金

額は確定しております

が、支給時期は退職時で

あるため、「実務対応報

告第２号退職給付制度

間の移行等の会計処理

に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員

会平成14年３月29日）に

基づき、引続き｢退職給

付引当金」として計上し

ております。 

 未認識数理計算上の

差異の未処理額につい

ては、退職一時金に含め

て一括処理しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額

は、特別利益として

59,863千円計上してお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当四半期会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しております。 

 未認識数理計算上の

差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(５

年)による定額法によ

り、その発生時の翌期か

ら費用処理しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に

備えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当事業年度

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。 

 未認識数理計算上の

差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(５

年)による定額法によ

り、その発生時の翌期か

ら費用処理しておりま

す。 
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項目 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

 (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の

支給に備えるため、役員

退職慰労金支給規程に

基づく四半期会計期間

末要支給額を計上して

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の

支給に備えるため、役員

退職慰労金支給規程に

基づく期末要支給額を

計上しております。 

５ リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

６ その他四半期財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

(2) 税額計算等における諸準

備金等の取扱い 

 当四半期会計期間に

係る税額及び法人税等

調整額は、当事業年度に

おいて予定している利

益処分による租税特別

措置法の規定に基づく

積立金及び準備金の取

崩を前提として当四半

期会計期間に係る金額

を計算しております｡ 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2) 税額計算等における諸準

備金等の取扱い 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2) 税額計算等における諸準

備金等の取扱い 

――――――― 
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(表示方法の変更) 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

――――――――― ――――――――― (四半期損益計算書) 

 当事業年度から、「棚卸資産廃棄損」

(当事業年度118千円)は、金額が僅少と

なったため、営業外費用の「その他」に

含めて表示しております。 

 

(会計処理方法の変更) 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

――――――――― ｢固定資産の減損に係る会計基準｣ 

 (｢固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書｣(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び｢固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針｣(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第

６号)が平成17年４月１日以後開始す

る事業年度から適用されることにな

ったことに伴い、当四半期会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適用

しております。これに伴う、財務諸表

等への影響はありません。 

｢固定資産の減損に係る会計基準｣ 

 当事業年度から「固定資産の減損に係

る会計基準」(｢固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書｣(企業会

計審議会 平成14年８月９日))及び｢固

定資産の減損に係る会計基準の適用指

針｣(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６号)

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。 

 

(追加情報) 

 

当四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

(参考) 

(平成18年３月期) 

―――――――――  ｢受注損失引当金」 

 当四半期会計期間では、請負契約に

基づく提案型ソリューション業務や新

規技術開発を伴う業務において、政策

的な受注や仕様調整の受入等により、

プロジェクトの実行予算上、開発原価

が受注金額を超える部分が発生したた

め、受注損失引当金17,648千円を計上

しております。 

 ｢受注損失引当金」 

 当事業年度では、請負契約に基づく

提案型ソリューション業務や新規技術

開発を伴う業務において、政策的な受

注や仕様調整の受入等により、プロジ

ェクトの実行予算上、開発原価が受注

金額を超える部分が発生したため、受

注損失引当金1,571千円を計上してお

ります。 

 

 


