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平成 19 年９月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 19 年 1 月 26 日 
上場会社名 株式会社システム ディ （コード番号：3804 Ｓ）       
（ＵＲＬ http://www.systemd.co.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役会長兼社長 堂山 道生 

  責任者役職・氏名 専務取締役管理本部長 井ノ本登司 （ＴＥＬ：（075）256－7777 ） 
 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

  
① 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

の有無 
： 無 

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ： 無 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 

 
 
２ 平成 19 年９月期第１四半期の財務・業績概況（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                             （百万円未満切捨） 
 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   ％ 

平成 19 年９月期第１四半期    321  19.8    △59   －    △59   －   △61   － 
平成 18 年９月期第１四半期    268   －    △54   －    △56   －   △72   － 
(参考)平成 18 年９月期 1,845 358 343 198 
 
 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 

平成 19 年９月期第１四半期 △19   03 △18   66 
平成 18 年９月期第１四半期 △26   86 －   － 
(参考)平成 18 年９月期 68   47 67   49 
 (注)平成 18 年９月期第１四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、平成 18 年９月期第１四半期

の増減率は記載しておりません。 
なお、平成 18 年９月期第１四半期の四半期財務諸表については、平成 18 年４月 27 日の大阪証券取引所
ヘラクレスへの株式上場以前に作成したものであり、四半期財務諸表の開示については平成 19 年９月期
第１四半期より行っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期におけるわが国経済は、個人消費の伸びが見られず、米国景気の先行きに不透明感が残るも

のの、好調な企業収益を背景に設備投資が引き続き増加し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような状況の中、当四半期において当社は各種パッケージソフトのリリース及びバージョンアップに

より、第２四半期以降の更なる事業展開への基盤を整えることができました。また、業績面においても、当

社は毎年３月及び９月に業績が偏重する傾向にあるため、第１四半期としての経常利益、純利益はマイナス

ではありますが計画を上回る実績をあげることができました。 

学園ソリューション事業では、主力製品である『キャンパスプラン.NET Framework』が引き続きご好評を

いただいて実績を伸ばし、第２四半期以降についても多くの受注をいただいております。 

ウェルネスソリューション事業では、フィットネスクラブとともに、新業態であるコンビニスポーツジム

の商談が増加して順調に売上を計上することができました。また、昨年９月にリリースいたしました

『HELLO EX』については、シリーズ製品の開発を引き続き進めております。 

この他、福祉ソリューション事業において、介護予防制度に対応した新製品『e－すまいる 高齢者福祉／

障害者福祉』の昨年 12 月のリリースにより対象市場を広げ、積極的な営業展開を図っております。また、流

通ソリューション事業においては、今期中のリリースに向けて『Web－POS システム（仮称）』の開発に取り

組んでおります。 

この結果、当第１四半期の業績は、売上高 321 百万円、営業利益△59 百万円、経常利益△59 百万円、第１

四半期純利益△61 百万円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況                             （百万円未満切捨） 
 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 

平成 19 年９月期第１四半期 2,822 1,671 59.2 514  40 
平成 18 年９月期第１四半期 2,080 839 40.4 310  94 
(参考)平成 18 年９月期 3,011 1,762 58.5 543  38 
(注) 平成 18 年９月期第１四半期の四半期財務諸表については、平成 18 年４月 27 日の大阪証券取引所ヘラク

レスへの株式上場以前に作成したものであり、四半期財務諸表の開示については平成 19 年９月期第１四
半期より行っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) キャッシュ・フローの状況                          （百万円未満切捨） 
 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 

平成 19 年９月期第１四半期 △70 △51 △41 404 
平成 18 年９月期第１四半期 20 △81 64 171 
(参考)平成 18 年９月期 299 △427 527 568 
(注) 平成 18 年９月期第１四半期の四半期財務諸表については、平成 18 年４月 27 日の大阪証券取引所ヘラク

レスへの株式上場以前に作成したものであり、四半期財務諸表の開示については平成 19 年９月期第１四
半期より行っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 平成 19 年９月期の業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 2,034 378 226 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 69 円 96 銭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 

［キャッシュ・フローの状況］ 
当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 163 百万円減少し、404 百万円となりまし

た。 
このうち、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少 151 百万円等による資金の増加があり

ましたが、税引前四半期純損失 62 百万円、たな卸資産の増加 101 百万円及び法人税等の支払い 101 百万円

等による資金の減少があり、70 百万円の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、販売目

的ソフトウェアの増加 39 百万円等により 51 百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フロ

ーは、配当金の支払い 32 百万円等により 41 百万円の減少となりました。 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
当社は顧客の事業年度に合わせて製品・サービスを納入、稼動させる必要があることから、業績が

毎年 3 月及び 9 月に偏重する傾向にあります。当第１四半期の業績につきましても計画通り進捗して

おり、平成 18 年 11 月７日に公表いたしました通期業績予想からの変更はございません。 
※業績予想につきましては、本資料発表現在において入手可能な情報に基づく当社の判断によるも

のであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異

なる可能性があります。 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期末の資産は、前事業年度末に比べ 189 百万円減少して 2,822 百万円となりました。これは、

売掛金が 148 百万円減少したこと等が要因であります。負債は前事業年度末に比べ 98 百万円減少して 1,151
百万円となりました。これは、法人税等の支払に伴い未払法人税等が 100 百万円減少したこと等が要因であ

ります。また、純資産は前事業年度末に比べ 90 百万円減少して 1,671 百万円となりました。これは、配当金

の支払い及び四半期純損失の計上に伴い繰越利益剰余金が 94 百万円減少したこと等が要因であります。 
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添付資料 
 
１．四半期貸借対照表 

 
前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年 12 月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 171,506 404,428 568,360 

２．売掛金 273,824 435,681 584,372 

３．たな卸資産 27,077 135,766 34,346 

４．繰延税金資産 2,287 24,294 23,898 

５．その他 13,580 16,428 20,511 

貸倒引当金 △638 △1,016 △2,955 

流動資産合計  487,637 23.4 1,015,584 36.0  1,228,533 40.8

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物 281,179 262,169 267,367 

２．土地 517,192 517,192 517,192 

３．その他 12,619 17,561 18,249 

有形固定資産合計 810,991 796,923 802,809 

(2)無形固定資産   

１．ソフトウェア 293,085 393,872 237,895 

２．ソフトウェア仮勘

定 
363,516 464,672 604,025 

３．その他 2,080 2,080 2,080 

無形固定資産合計 658,681 860,624 844,001 

(3)投資その他の資産   

１．投資有価証券 7,276 7,662 7,504 

２．繰延税金資産 30,691 39,405 38,509 

３．その他 85,098 105,303 89,976 

貸倒引当金 － △3,192 － 

投資その他の資産合

計 
123,066 149,179 135,989 

固定資産合計  1,592,740 76.6 1,806,728 64.0  1,782,800 59.2

資産合計  2,080,377 100.0 2,822,312 100.0  3,011,334 100.0
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前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年 12 月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 45,656 129,334 104,102 

２．短期借入金 150,000 － － 

３．一年以内返済予定の

長期借入金 
51,518 51,777 51,754 

４．一年以内償還予定の

社債 200,000 － － 

５．未払法人税等 847 1,486 102,258 

６．その他 84,439 101,497 113,598 

流動負債合計  532,461 25.6 284,095 10.1  371,713 12.4

Ⅱ 固定負債   

１．社債 100,000 300,000 300,000 

２．長期借入金 524,150 472,275 485,229 

３．退職給付引当金 40,902 47,917 46,345 

４．役員退職慰労引当金 43,289 46,710 45,822 

５．その他 30 30 30 

固定負債合計  708,372 34.0 866,934 30.7  877,426 29.1

負債合計  1,240,834 59.6 1,151,029 40.8  1,249,140 41.5

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  202,560 9.7 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   

 １．資本準備金 245,273 － － 

  資本剰余金合計  245,273 11.8 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   

 １．任意積立金 8,000 － － 

 ２．四半期（当期）未処

分利益 
382,121 － － 

  利益剰余金合計  390,121 18.8 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
 1,587 0.1 － －  － －

  資本合計  839,543 40.4 － －  － －

  負債資本合計  2,080,377 100.0 － －  － －
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当第１四半期会計期間末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年 12 月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 484,260 17.2  482,460 16.0

２．資本剰余金   

(1)資本準備金 － 619,313 617,753 

資本剰余金合計  － － 619,313 21.9  617,753 20.5

３．利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

別途積立金 － 8,000 8,000 

繰越利益剰余金 － 558,604 652,791 

利益剰余金合計  － － 566,604 20.1  660,791 22.0

株主資本合計  － － 1,670,178 59.2  1,761,005 58.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価

差額金 
 － － 1,104 0.0  1,188 0.0

評価・換算差額等合計  － － 1,104 0.0  1,188 0.0

純資産合計  － － 1,671,282 59.2  1,762,194 58.5

負債純資産合計  － － 2,822,312 100.0  3,011,344 100.0
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２．四半期損益計算書 

 

前第１四半期会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日）

当第１四半期会計期間 

（自 平成 18 年 10 月１日 

 至 平成 18 年 12 月 31 日）

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成 17 年 10 月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  268,326 100.0 321,574 100.0  1,845,783 100.0

Ⅱ 売上原価  176,161 65.7 224,201 69.7  892,815 48.4

売上総利益  92,164 34.3 97,372 30.3  952,968 51.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  146,587 54.6 156,543 48.7  594,826 32.2

営業利益又は 
営業損失（△） 

 △54,423 △20.3 △59,170 △18.4  358,141 19.4

Ⅳ 営業外収益  1,387 0.5 3,136 1.0  6,648 0.4

Ⅴ 営業外費用  3,941 1.4 3,513 1.1  21,086 1.2

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △56,977 △21.2 △59,547 △18.5  343,704 18.6

Ⅵ 特別利益  － － － －  － －

Ⅶ 特別損失  － － 2,635 0.8  1,372 0.1

税引前当期純利益又は 
税引前四半期純損失（△） 

 △56,977 △21.2 △62,182 △19.3  342,332 18.5

法人税、住民税及び事業税 205 810 158,000 

法人税等調整額 15,327 15,532 5.8 △1,235 △425 △0.1 △13,828 144,171 7.8

当期純利益又は 
四半期純損失（△） 

 △72,509 △27.0 △61,757 △19.2  198,160 10.7

前期繰越利益  454,631 －  －

四半期未処分利益  382,121 －  －
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３．株主資本等変動計算書 
 

当第１四半期会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年12月31日） 

株主資本 評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰 余 金

合計 
別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資 本

合計 

そ の 他

有 価 証

券 評 価

差額金 

評価・換

算 差 額

等合計 

純資産 

合計 

平成 18 年９月 30 日 

残高（千円） 
482,460 617,753 617,753 8,000 652,791 660,791 1,761,005 1,188 1,188 1,762,194

当四半期中の 

変動額 
   

 新株の発行 1,800 1,560 1,560 3,360  3,360

 剰余金の配当  △32,430 △32,430 △32,430  △32,430

 当四半期純利益  △61,757 △61,757 △61,757  △61,757

 株主資本以外の項

目の当四半期中の

変動額（純額） 

  △83 △83 △83

当四半期中の 

変動額合計 

（千円） 

1,800 1,560 1,560 △94,187 △94,187 △90,827 △83 △83 △90,911

平成 18 年 12 月 31 日 

残高（千円） 
484,260 619,313 619,313 8,000 558,604 566,604 1,670,178 1,104 1,104 1,671,282

 
 
前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰 余 金

合計 
別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資 本

合計 

そ の 他

有 価 証

券 評 価

差額金 

評価・換

算 差 額

等合計 

純資産 

合計 

平成 17 年９月 30 日 

残高（千円） 
202,560 245,273 245,273 8,000 481,631 489,631 937,465 1,447 1,447 938,913

事業年度中の 

変動額 
   

 新株の発行 279,900 372,480 372,480 652,380  652,380

 剰余金の配当  △27,000 △27,000 △27,000  △27,000

 当期純利益  198,160 198,160 198,160  198,160

 株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

  △259 △259 △259

事業年度中の 

変動額合計 

（千円） 

279,900 372,480 372,480 171,160 171,160 823,540 △259 △259 823,281

平成 18 年９月 30 日 

残高（千円） 
482,460 617,753 617,753 8,000 652,791 660,791 1,761,005 1,188 1,188 1,762,194
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４．四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年10月１日 
 至 平成18年９月30日）

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 

   

税引前当期純利益又は 
税引前四半期純損失 

△56,977 △62,182 342,332 

減価償却費 6,055 6,659 31,270 

ソフトウェア償却費 54,018 60,965 203,499 

貸倒引当金の増加(減少)
額 

△220 1,252 2,096 

退職給付引当金の増加額 1,409 1,572 6,851 

役員退職慰労引当金の増
加額 

1,499 887 4,032 

受取利息及び配当金 △21 △29 △64 

支払利息 3,941 3,093 14,180 

売上債権の減少(増加)額 96,751 151,961 △211,711 

たな卸資産の増加額 △9,681 △101,420 △16,950 

仕入債務の増加(減少)額 △3,913 △13,208 35,979 

未払金の増加額 18,288 21,884 16,341 

その他 △15,773 △37,018 11,534 

小計 95,376 34,416 439,393 

利息及び配当金の受取額 21 29 64 

利息の支払額 △4,211 △3,653 △12,770 

法人税等の支払額 △70,755 △101,582 △127,138 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

20,431 △70,788 299,548 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
 至 平成17年12月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日）

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 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

△1,444 △1,510 △15,732 

販売目的ソフトウェア
の増加額 

△82,710 △39,692 △401,728 

投資有価証券の取得に
よる支出 

△300 △299 △1,200 

保険積立金の積立によ
る支出 

△218 △5 △20,972 

保険積立金の解約によ
る収入 

2,817 5,990 11,660 

その他 － △15,625 158 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△81,857 △51,142 △427,814 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

短期借入金の借入(返
済)による収入(支出) 

100,000 － △50,000 

長期借入金の借入によ
る収入 

－ － 110,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

△8,834 △12,929 △157,520 

社債の発行による収入 － － 200,000 

社債の償還による支出 － － △200,000 

株式の発行による収入 － 3,360 652,380 

配当金の支払額 △27,000 △32,430 △27,000 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

64,165 △41,999 527,859 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加（減少）額 

2,739 △163,931 399,593 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

168,766 568,360 168,766 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四
半期末(期末)残高 

171,506 404,428 568,360 

    

 
 


