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平成20年２月期 第１四半期財務・業績の概況(非連結) 

平成19年７月13日 

上場会社名 株式会社システムインテグレータ  (コード番号：3826 東証マザーズ) 

（URL http://www.sint.co.jp）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 梅田 弘之  TEL：(048)707－7061 

 責任者役職・氏名 専務取締役管理担当 碓井 満   

 

１. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準             ：中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 

③ 会計監査人の関与                 ：有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」

に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２. 平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日） 

平成20年２月期第１四半期より第１四半期財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間の増

減率及び前第１四半期会計期間の数値、増減率は記載しておりません。 

 (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 ％

20年２月期第１四半期 473 (―) 44 (―) 44 (―) 21 (―)

19年２月期第１四半期 ― (―) ― (―) ― (―) ― (―)

（参考）19年２月期 1,417 206 194 108 

 

 
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

20年２月期第１四半期 1,638 07 1,552 18 

19年２月期第１四半期 ― ― ― ― 

（参考）19年２月期 9,957 75 9,312 67 

(注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

２ 期中平均株式数 20年２月期第１四半期 13,048株  19年２月期第１四半期  ―株  19年２月期 10,856株 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期会計期間は、ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」、ERPパッケージ

「GRANDIT」、ソフトウェア用開発支援ツール「SI Object Browser」を中心としたパッケージソフト

ウェア関連の事業が順調に拡大しております。 

パッケージソフトウェア関連の売上高は、パッケージソフトウェアの販売・保守、パッケージソフ

トウェアのカスタマイズ、パッケージソフトウェア関連分野が中心であるコンサルティングの３区分

から構成されております。当第１四半期会計期間の内訳は、パッケージソフトウェアの販売・保守売

上高は98百万円（※１ 前中間会計期間185百万円）、パッケージソフトウェアのカスタマイズ売上高

は335百万円（※１ 前中間会計期間241百万円）、パッケージソフトウェア関連分野が中心であるコン

サルティング売上高は28百万円（※１ 前中間会計期間40百万円）となっており、前中間会計期間と比

べて特にパッケージソフトウェアのカスタマイズが大きく伸びています。 

また、主要パッケージソフトウェア別の売上高は次のとおりとなります。 

「SI Web Shopping」関連は、パッケージソフトウェアの販売・保守は前年並みとなりましたが、カ

スタマイズは案件規模の拡大とともに堅調に推移しており、売上高は106百万円（※１ 前中間会計期
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間146百万円）となりました。 

「GRANDIT」関連は、前事業年度末の仕掛中の案件が、多くの顧客の会計年度開始時期となる当第１

四半期会計期間に売上計上されたこともあり、売上高は265百万円（※１ 前中間会計期間170百万円）

と前中間会計期間を上回る実績となりました。ERPの市場は今後も内部統制強化、日本版SOX法の施行

を背景に需要拡大が見込まれており、当社のERPビジネスもこれまでの実績を活かし、受注の獲得、事

業の拡大に努めてまいります。 

「SI Object Browser」関連は、データベース設計支援ツール「SI Object Browser ER」及びデータ

ベース開発支援ツール「SI Object Browser」ともに堅調に推移しており、売上高は80百万円（※１ 

前中間会計期間124百万円）となりました。 

e-Learningパッケージ「SI 作って教材」関連は、未だ市場規模が小さいため積極的な活動は控えて

おり、売上高は3百万円（※１ 前中間会計期間19百万円）となりました。 

また、パッケージソフトウェアに関連しないシステムインテグレーション事業は、パッケージソフ

トウェア関連事業への人的リソース集中のため意図的に抑える方針とし、売上高は10百万円（※１ 前

中間会計期間34百万円）となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高473百万円（※１ 前中間会計期間501百万円）、

営業利益44百万円（※１ 前中間会計期間57百万円）、経常利益44百万円（※１ 前中間会計期間56百

万円）、第１四半期純利益21百万円（※１ 前中間会計期間34百万円）となりました。 

 

※１ 前事業年度は第１四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との対比ができません。

そのため、参考として前中間会計期間(６ヶ月)との比較を行っています。 

 

事業部門別売上高 （百万円未満切捨）

事業部門 
当第１四半期会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年５月31日)

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日
 至 平成19年２月28日)

 百万円 百万円 百万円 

パッケージソフトウェア事業 434 426 1,264 

 パッケージソフトウェアの販売・保守 98 185 416 

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 335 241 847 

システムインテグレーション事業 10 34 71 

コンサルティング事業 28 40 81 

合計 473 501 1,417 
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当第１四半期会計期間の売上高構成比 

SI Web Shopping; 23%

SI Object Browser; 17%

SI 作って教材; 1%

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ他; 4%

GRANDIT; 55%

 

 (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

20年２月期第１四半期 1,529 1,123 73.5 86,137 51

19年２月期第１四半期 ― ― ― ― ―

（参考）19年２月期 1,522 1,128 74.1 86,499 44

(注) １ 期末発行済株式数 20年２月期第１四半期 13,048株 19年２月期第１四半期 ―株 19年２月期  13,048株 

２ 期末自己株式数  20年２月期第１四半期     ―株 19年２月期第１四半期 ―株 19年２月期      ―株 

 

 (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
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期第１四半期 358 △133 △18 812 

19年２月期第１四半期 ― ― ― ― 

（参考）19年２月期 △110 △113 671 606 

 

［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 

流動資産は、前事業年度末に比べ63百万円減少し1,209百万円となりました。これは主として、現金

及び預金の増加206百万円、売掛金の減少299百万円、たな卸資産の増加13百万円などによるものであ

ります。前事業年度末に急増した売掛金が期日どおり回収されたことにより、現金及び預金の増加、

売掛金の減少となっております。 

固定資産は、前事業年度末に比べ69百万円増加し320百万円となりました。これは主として、ソフト

ウェアの減少21百万円、権利金の増加95百万円、投資有価証券評価損計上に伴う投資有価証券の減少

７百万円によるものであります。権利金の増加は、平成19年３月30日付で「GRANDITコンソーシアム」

に加入したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ６百万円増加し1,529百万円となりました。 

負債合計は、前事業年度末に比べ11百万円増加し405百万円となりました。これは主として、未払法

人税等の減少33百万円、前受金の増加21百万円、賞与引当金の増加23百万円、受注損失引当金の増加

９百万円、長期未払金の減少30百万円などによるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ4百万円減少の1,123百万円となりました。これは、第１四半期

純利益の計上21百万円があったものの剰余金の配当26百万円により繰越利益剰余金が４百万円減少し
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たことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、812百万円と前事

業年度末に比べ206百万円の増加となっております。主な要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は358百万円となりました。これは主に税引前第１四半期純利益36百

万円、売上債権の減少額299百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額13百万円、法人税等の

支払額62百万円等の資金減少要因を上回ったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は133百万円となりました。これは無形固定資産の取得による支出

132百万円、有形固定資産の取得による支出１百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は18百万円となりました。これは配当金の支払いによるものであり

ます。 

 

３． 平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 822 72 42 

通 期 1,900 280 162 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 12,470円49銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第１四半期の業績は順調に推移しておりますが、当社はさらなる成長・発展を果たすために既存

パッケージソフトウェア関連事業の強化とともに新規パッケージソフトウェア製品の投入を行ってま

いります。同時に、高付加価値なサービス、品質の高いソリューションを顧客に提供していくために、

最新技術の研究開発やプロジェクト管理の強化を継続して図ってまいります。 

パッケージソフトウェアの開発計画状況としては、「SI Object Browser Ver10.0」は計画どおり当

事業年度中のリリース、売上計上を見込んでおります。また、平成19年５月発売予定としていた「SI 

Object Browser Test Ver1.0」は、最終的な検証・テストの段階でいくつかの主要な機能につき当初

の目標に定めたテスト効率の改善結果が得られなかったため、販売を延期することとしました。大変

残念な決定となってしまいましたが、当事業年度の販売見込金額を小さく設定していたため、この延

期による当事業年度業績への影響は、十分カバーできる範囲と考えております。 

パッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンサルティング、システムインテグレーションの請負

開発業務は順調に拡大しております。また、その業務拡大を実現するために必要となる従業員数も、

平成19年7月13日現在で73名（前事業年度末60名）に増えています。今後も開発要員の増員と人材育成

を強化し、かつ、課題である赤字・不採算プロジェクトの撲滅に努め、利益面での達成に取組んでま

いります。 

以上のように第１四半期は順調なスタートとなりましたが、まだまだ気を引き締めて行かなければ

ならない状況が続いています。当事業年度の業績予想は、平成19年４月13日に発表いたしました業績

予想からの変更はございません。 
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４． 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金 (円) 

 中間期末 期末 年間 

19年２月期 ― 2,000 2,000 

20年２月期 (実績) ― ―  

20年２月期 (予想) ― 2,600 2,600 

(注) 当社は業績連動型の配当を実施する方針としており、20年２月期(予想)の配当性向は21％を予定しております。

これにより１株当たり予想年間配当2,600円としておりますが、業績の変動により配当金額は変動する可能性

があります。 

 

※ 上記に記載した予想数値は、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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５. 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 
 

  
当第１四半期会計期間末 
(平成19年５月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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  812,316 606,249 

２ 売掛金  187,657 487,146 

３ たな卸資産  159,083 145,233 

４ その他  50,275 34,165 

貸倒引当金  △38 △147 

流動資産合計  1,209,295 79.1  1,272,647 83.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 11,221 0.7 10,514 0.7

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  189,840 211,325 

(2) 権利金  95,000 ― 

(3) その他  170 170 

無形固定資産合計  285,011 18.6 211,496 13.9

３ 投資その他の資産   

 (1) その他  27,976 32,301 

   貸倒引当金  △4,042 △4,042 

投資その他の資産合計  23,933 1.6 28,259 1.8

固定資産合計  320,166 20.9  250,269 16.4

資産合計  1,529,461 100.0  1,522,917 100.0
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当第１四半期会計期間末 
(平成19年５月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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  64,128 66,802 

２ 未払金  139,824 127,844 

３ 未払法人税等  32,067 65,401 

４ 前受金  57,617 36,092 

５ 賞与引当金  68,005 44,158 

６ 受注損失引当金  13,317 3,670 

７ その他 ※２ 30,579 19,737 

流動負債合計   405,539 26.5  363,706 23.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  ― 30,566 

固定負債合計  ― ―  30,566 2.0

負債合計  405,539 26.5  394,272 25.9

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  357,072 23.4  357,072 23.4

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  347,072 347,072 

資本剰余金合計  347,072 22.7  347,072 22.8

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  26,000 26,000 

繰越利益剰余金  393,778 398,500 

利益剰余金合計  419,778 27.4  424,500 27.9

株主資本合計  1,123,922 73.5  1,128,644 74.1

純資産合計  1,123,922 73.5  1,128,644 74.1

負債純資産合計  1,529,461 100.0  1,522,917 100.0
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(２) 四半期損益計算書 

 

  
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  473,338 100.0  1,417,076 100.0

Ⅱ 売上原価  324,026 68.5  911,960 64.4

売上総利益  149,312 31.5  505,115 35.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  105,219 22.2  298,464 21.0

営業利益  44,093 9.3  206,650 14.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 36 0.0  366 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ ― ―  12,497 0.9

   経常利益  44,129 9.3  194,520 13.7

Ⅵ 特別利益  109 0.0  2,310 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３ 7,500 1.5  1,150 0.1

税引前第１四半期(当期)
純利益 

 36,738 7.8  195,679 13.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 30,954 96,948 

法人税等調整額  △15,589 15,365 3.3 △9,370 87,578 6.2

第１四半期(当期)純利益  21,373 4.5  108,101 7.6
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
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 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644 1,128,644

第１四半期会計期間中の変動額   

剰余金の配当 ― ― ― ― △26,096 △26,096 △26,096 △26,096

第１四半期純利益 ― ― ― ― 21,373 21,373 21,373 21,373

第１四半期会計期間中の 

変動額合計(千円) 
― ― ― ― △4,722 △4,722 △4,722 △4,722

平成19年５月31日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 393,778 419,778 1,123,922 1,123,922

 

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年2月28日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
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 

平成18年２月28日残高(千円) 17,721 7,721 7,721 26,000 290,399 316,399 341,841

事業年度中の変動額  

新株の発行 339,350 339,350 339,350 ― ― ― 678,701

当期純利益 ― ― ― ― 108,101 108,101 108,101

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) 339,350 339,350 339,350 ― 108,101 108,101 786,802

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644

 

評価・換算差額等 
 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２月28日残高(千円) 1,359 1,359 343,200 

事業年度中の変動額  

新株の発行 ― ― 678,701 

当期純利益 ― ― 108,101 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△1,359 △1,359 △1,359 

事業年度中の変動額合計(千円) △1,359 △1,359 785,443 

平成19年２月28日残高(千円) ― ― 1,128,644 

 



― 10 ― 

(４) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

  

 
当第１四半期会計期間 

 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前第１四半期(当期)純利益  36,738 195,679

減価償却費  28,885 81,261

賞与引当金の増加額  23,846 17,999

貸倒引当金の増減額(△：減少)  △109 3,679

受注損失引当金の増減額(△：減少)  9,647 △5,696

受取利息及び受取配当金  ― △13

有価証券利息  ― △245

投資有価証券売却益  ― △2,310

投資有価証券評価損  7,500 1,123

固定資産除却損  ― 26

株式交付費  ― 7,570

売上債権の増減額(△：増加)  299,488 △207,959

たな卸資産の増加額  △13,850 △123,015

未収消費税等の増減額(△：増加)  689 △689

仕入債務の減少額  △2,673 △14,920

未払消費税等の増減額(△：減少)  5,528 △8,543

前受金の増加額  21,525 24,706

その他  3,508 7,649

小計  420,724 △23,696

利息及び配当金の受取額  ― 257

法人税等の支払額  △62,228 △87,511

営業活動によるキャッシュ・フロー  358,495 △110,950

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出  ― △299,754

有価証券の償還による収入  ― 299,754

有形固定資産の取得による支出  △1,542 △7,020

無形固定資産の取得による支出  △132,131 △105,473

投資有価証券の売却による収入  ― 5,767

敷金保証金の預入による支出  ― △6,499

投資活動によるキャッシュ・フロー  △133,673 △113,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入  ― 671,130

配当金の支払額  △18,754 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  △18,754 671,130

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  206,067 446,954

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  606,249 159,294

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)
残高 

※ 812,316 606,249
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(５) 注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

― 

 

 

その他有価証券 

― 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産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 

同左 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(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、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物     ８年～50年 

工具器具備品 ４年～15年 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

なお、市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売有効期間（３年）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

また、権利金については、契約期間（５年）で

償却しております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

なお、市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売有効期間（３年）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

３           ― ３ 繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理しております。 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

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検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、第１四半期末

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、将来の損失に備えるため、第１四半期末以降

に発生が見込まれる損失額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、期末時点で将

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、将来の

損失に備えるため、翌期以降に発生が見込まれる

損失額を計上しております。 

５ 四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

 

６ その他四半期財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より「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

準適用指針第６号 平成15年10月31日）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。 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,128,644千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当第１四半期会計期間より、平成19年度法人税法改

正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した減価償却

資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。 

なお、この変更による当第１四半期会計期間の損益

に与える影響は軽微であります。 

― 

 

追加情報 
 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

― （外形標準課税制度の適用） 

当事業年度から資本金が１億円超になり外形標準課税

制度が適用となったことに伴い、「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第12号

平成16年２月13日）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費は3,945千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は同額減

少しております。 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 
 

 
当第１四半期会計期間末 
(平成19年５月31日) 

前事業年度末 
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,053千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,217千円

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

※２          ― 

 

(四半期損益計算書関係) 
 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１          ― ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金          13千円

有価証券利息             245千円

※２          ― ※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費             7,570千円

上場関連費用            4,583千円

※３ 特別損失の主要項目 

投資有価証券評価損         7,500千円

※３          ― 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産             835千円

無形固定資産           28,050千円

４ 減価償却実施額 

有形固定資産            2,802千円

無形固定資産           78,459千円

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第１四半期 
会計期間末 

普通株式(株) 13,048 ― ― 13,048

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

内訳 
目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期
会計期間末 

当第１四半期
会計期間末
残高 
(千円) 

ストック・オプション 
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

(注) 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金 
の総額 

１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年５月25日 
定時株主総会 

普通株式 26,096千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月28日

 

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 1,013 12,035 ― 13,048

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第三者割当による新株発行                   12株 

１株を10株とする株式分割                 9,225株 

公募による新株発行                    2,500株 

オーバーアロットメントに伴う第三者割当による新株発行    298株 

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
内訳 

目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 
年度末 

当事業 
年度末残高
(千円) 

ストック・オプション 
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

(注)１ 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

２ 上記の新株予約権の目的となる株式の種類並びに新株予約権の目的となる株式の数については、

（ストック・オプション等関係）に記載しております。 

 

４ 配当に関する事項 

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金 

の総額 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日

平成19年５月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 26,096千円 2,000円 

平成19年 

２月28日 

平成19年 

５月28日 

 
 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第１四半

期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年５月31日現在）

 

現金及び預金勘定 812,316千円

現金及び現金同等物 812,316千円
 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成19年２月28日現在）

 

現金及び預金勘定 606,249千円

現金及び現金同等物 606,249千円
 

 

(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 

 

(有価証券関係) 

当第１四半期会計期間末(平成19年５月31日) 

時価評価されていない有価証券 
 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 973

(注)表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当四半期会計期

間において非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を7,500千円計上しております。 

減損処理にあたっては、四半期会計期間末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した

場合には全て減損処理を行っております。 
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前事業年度末(平成19年２月28日) 

時価評価されていない有価証券 
 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 8,473

(注)表中の「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において非

上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を1,123千円計上しております。 

減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当

事項はありません。 

同左 

 

(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名 

ストック・オプションの数 (注) 普通株式 800株 

付与日 平成17年８月31日 

権利確定条件 

権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の

地位にあることを要する。 

その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを

受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定

めるところによる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成19年９月１日～平成27年８月31日 

(注) 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後

の株式数を記載しております。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成19年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成17年ストック・オプション 

権利確定前        (株)  

前事業年度末 800

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 800

権利確定後         (株)  

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―

(注) 平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式

数を記載しております。 
 

 

②単価情報 

 平成17年ストック・オプション

権利行使価格 (注)        (円) 26,600

行使時平均株価         (円) ―

付与日における公正な評価単価  (円) ―

(注) 権利行使価格につきましては、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っており、

当該株式分割による調整後の金額を記載しております。 

 

(持分法損益等) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額         86,137円51銭 

１株当たり第１四半期純利益     1,638円07銭 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益 

1,552円18銭 

１株当たり純資産額         86,499円44銭 

１株当たり当期純利益        9,957円75銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9,312円67銭 
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(注) １株当たり第１四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日)

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

１株当たり第１四半期(当期)純利益 

第１四半期(当期)純利益(千円) 21,373 108,101

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益(千円) 21,373 108,101

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 13,048 10,856

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益

第１四半期(当期)純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 722 752

（うち新株予約権） (722) (752)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

― ―

 

(重要な後発事象) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

― （重要な契約の締結） 

当社は平成19年３月29日開催の取締役会で、インフォ

ベック株式会社が事業母体となり企業10社で運営される

「GRANDITコンソーシアム」に加入することを決議し、

平成19年３月30日付でインフォベック株式会社及びイン

フォコム株式会社と「次世代統合業務ソフト事業に関す

る契約書」を締結しております。 

従来はコンソーシアム企業からカスタマイズ案件を受

託するビジネス形態でしたが、本契約により

「GRANDIT」の販売権及び改変権を取得し、主体的にユ

ーザーに対しての提案活動が可能となります。 

なお、当該契約の対価として権利金100,000千円を支

払いました。 

 


