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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　　　　：　有

　　たな卸資産については、実地たな卸しを省略しております。

　　その他、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　    　：　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）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨表示)

売上高 営業利益又は
営業損失（△）

経常利益又は
経常損失（△）

四半期（当期）
純利益又は四半期
純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 818 △46.1 △39 ― △27 ― △27 ―

18年３月期第１四半期 1,517 ― 114 ― 105 ― 60 ―

（参考）18年３月期 6,357  383  331  177  

１株当たり四半期
（当期）純利益又は
１株当たり四半期
純損失（△）

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 △176 66 ― ―

18年３月期第１四半期 1,708 05 ― ―

（参考）18年月３期 3,987 98 ― ―

（注）１．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。

２．平成17年３月期は第１四半期決算を行っていないため、18年３月期第１四半期の増減率は記載しておりません。

３．平成18年４月１日に１:４の株式分割を実施しております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の平成18年３月期第１四半期の１株当たり四半期純利益は427円01銭、平成18年３月期の１株当たり当期純

利益は996円99銭であります。

４．平成17年５月20日に１:２の株式分割を実施しております。なお、平成18年３月期第１四半期の１株当たり四半

期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して計算しております。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、19年３月期第１四半期は１株当たり四半期純損

失のため、18年３月期第１四半期並びに18年３月期については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

 　当第１四半期におきまして当社は、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」の趣旨を考慮し

 て、商社的取引に係る収益計上方法を売上高と仕入高を相殺処理する方法に変更しております。総額表示から純額表示

 へと変更したことに伴い売上高及び売上原価がそれぞれ828百万円減少し、売上高818百万円（前年同期比46.1％減）を

 計上いたしました。また、経常損益についても、大手通信企業向けのソフトウェア製品に係る包括サポート契約が見直

 されたこと等による影響を受け、27百万円の損失（前年同期は経常利益105百万円）を計上いたしました。
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 (2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（百万円未満切捨表示）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 4,404 2,722 61.8 17,365 80

18年３月期第１四半期 3,562 1,439 40.4 40,554 23

（参考）18年３月期 4,573 3,003 65.7 75,793 00

 【キャッシュ・フローの状況】

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 76 △80 △105 1,097

18年３月期第１四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △202 △1,149 1,207 1,206

（注）当四半期よりキャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

［財政状態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

　当第１四半期における総資産は、前年同期末に比べ842百万円増加し、4,404百万円となりました。流動資産は、現預金

が増加し、売掛金及び棚卸資産が減少したこと等により、前年同期末比38百万円減少し3,201百万円となりました。　

　固定資産は投資その他の資産が901百万円増加したことにより1,203百万円となりました。また純資産は株主資本が1,476

百万円増加したことにより2,722百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は1,097百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは76百万円の収入となりました。主な要因は、棚卸資産の増加116百万円があったも

のの、売上債権の減少142百万円、仕入債務の増加123百万円があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、80百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出62百万

円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、105百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額74百万円、長期借

入金の返済による支出31百万円であります。

［参考］

平成19年３月期の業績予想（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 2,200 70 38

通期 6,000 500 275

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,753円83銭

［業績予想に関する定性的情報等］

  平成19年３月期中間期の業績予想につきましては、平成18年５月22日公表の業績予想を修正いたしました。

　詳細につきましては本日（平成18年８月３日）別途開示をしておりますのでご参照下さい。

　平成19年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成18年５月22日付け決算短信にて公表いたしました業績

予想からの変更はありません。

　なお、上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

なお、平成18年３月期の第１四半期決算においては、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんの

で、記載しておりません。

 

  以　上
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１．（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期

　　　第１四半期末）

前四半期
（平成18年３月期

　　　第１四半期末）
増減

（参考）
平成18年３月期

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 1,279,676 746,934 532,741 71.3 1,331,682

２.受取手形 107,061 12,742 94,318 740.2 209,565

３.売掛金 1,365,743 1,820,058 △454,315 △25.0 1,405,390

４.たな卸資産 167,778 424,774 △256,996 △60.5 50,913

５.前渡金 204,246 174,620 29,626 17.0 192,650

６.その他 78,725 63,319 15,406 24.3 52,055

貸倒引当金 △1,727 △2,016 288 △14.3 △1,727

流動資産合計 3,201,503 3,240,434 △38,931 △1.2 3,240,529

Ⅱ　固定資産      

１.有形固定資産 30,899 43,745 △12,846 △29.4 32,867

２.無形固定資産 4,858 11,534 △6,675 △57.9 5,247

３.投資その他の資
産

1,167,683 266,544 901,138 338.1 1,294,775

固定資産合計 1,203,441 321,824 881,616 273.9 1,332,890

資産合計 4,404,944 3,562,259 842,685 23.7 4,573,420
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科目

当四半期
（平成19年３月期

　　　第１四半期末）

前四半期
（平成18年３月期

　　　第１四半期末）
増減

（参考）
平成18年３月期

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 1,124,613 1,419,586 △294,973 △20.8 1,001,016

２.１年内返済予定
長期借入金

43,230 143,360 △100,130 △69.8 66,020

３.未払法人税等 14,962 61,137 △46,175 △75.5 66,342

４.前受金 314,621 306,328 8,292 2.7 271,732

５.その他 175,310 139,691 35,618 25.5 147,724

流動負債合計 1,672,737 2,070,104 △397,367 △19.2 1,552,835

Ⅱ　固定負債      

１.長期借入金 9,250 52,480 △43,230 △82.4 17,500

固定負債合計 9,250 52,480 △43,230 △82.4 17,500

負債合計 1,681,987 2,122,584 △440,597 △20.8 1,570,335

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 ― 435,755 ― ― 1,182,604

Ⅱ　資本剰余金 ― 482,190 ― ― 1,229,039

Ⅲ　利益剰余金 ― 513,201 ― ― 630,019

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

― 8,527 ― ― △38,577

資本合計 ― 1,439,675 ― ― 3,003,085

負債及び資本合計 ― 3,562,259 ― ― 4,573,420

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１.資本金　 1,182,604 ― ― ― ―

２.資本剰余金 1,229,039 ― ― ― ―

３.利益剰余金 495,839 ― ― ― ―

株主資本合計 2,907,483 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等      

１.その他有価証券
評価差額金

△184,526 ― ― ― ―

評価・換算差額等合
計

△184,526 ― ― ― ―

純資産合計 2,722,957 ― ― ― ―

負債及び純資産合計 4,404,944 ― ― ― ―
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２．（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期

　      第１四半期）

前四半期
（平成18年３月期

　      第１四半期）
増減

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 818,350 1,517,602 △699,251 △46.1 6,357,801

Ⅱ　売上原価 604,889 1,156,741 △551,851 △47.7 4,978,149

売上総利益 213,461 360,861 △147,400 △40.8 1,379,652

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

253,164 246,581 6,583 2.7 996,204

営業利益又は
営業損失（△）

△39,703 114,280 △153,983 ― 383,447

Ⅳ　営業外収益 12,714 1,854 10,859 585.4 6,011

Ⅴ　営業外費用 326 10,606 △10,280 △96.9 58,217

経常利益又は
経常損失（△）

△27,314 105,529 △132,843 ― 331,241

Ⅵ　特別損失 ― ― ― ― 19,411

税引前第１四半期
（当期）純利益又は
税引前第１四半期純
損失（△）

△27,314 105,529 △132,843 ― 311,830

法人税、住民税及び
事業税

384 44,893 △44,508 △99.1 134,376

第１四半期（当期）
純利益又は第１四半
期純損失（△）

△27,699 60,635 △88,335 ― 177,453
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年３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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前第１四半
期純損失（△）

△27,314 311,830

減価償却費 2,357 20,349

賞与引当金の増減額 53,301 8,018

貸倒引当金の増減額 ― 1,718

受取利息及び受取配当金 △4,063 △3,605

支払利息 320 3,280

投資有価証券売却損 ― 160

固定資産除却損 ― 9,366

デリバティブ評価損 ― 3,476

会員権売却損 ― 4,161

新株発行費償却 ― 8,049

売上債権の増減額 142,151 166,836

たな卸資産の増減額 △116,864 △30,934

仕入債務の増減額 123,596 △435,850

未払消費税等の増減額 △8,468 △4,401

役員賞与の支払額 △32,000 △32,000

その他 △4,490 △68,325

小計 128,526 △37,867

利息及び配当金の受取額 4,063 3,626

利息の支払額 △320 △3,191

法人税等の支払額 △56,233 △165,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 76,035 △202,682
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当四半期
（平成19年３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）

Ⅱ　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 △62,541 △157,079

定期預金の払戻しによる収入 5,041 147,461

有形固定資産の取得による支出 △317 △40,116

無形固定資産の取得による支出 △579 △1,136

投資有価証券の取得による支出 △16,402 △1,160,937

投資有価証券の売却による収入 ― 1,856

投資有価証券の償還による収入 ― 100,640

会員権の取得による支出 △4,000 △44,920

会員権の売却による収入 ― 7,857

敷金及び保証金の差入による支出 △475 △1,156

敷金及び保証金の返還による収入 ― 615

その他 △745 △2,983

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,021 △1,149,899

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 ― △40,000

長期借入金の返済による支出 △31,040 △149,760

株式の発行による収入 ― 1,485,647

配当金の支払額 △74,480 △88,265

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,520 1,207,622

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △109,506 △144,959

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,206,649 1,351,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,097,143 1,206,649
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