
平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況
平成19年８月２日

上場会社名 富士ソフト株式会社 　　　　　 上場取引所　東証第一部

コード番号 ９７４９ 　　　　　 URL http://www.fsi.co.jp/

代表者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名)野澤　宏 　

問合せ先責任者 (役職名)代表取締役専務 (氏名)三角　恒明
TEL (045)650－8811(代)　

　

　 　 　

　

(百万円未満切捨て)

1.　平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　(1) 連結経営成績 　
(％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(当期)純利益

　 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 39,339 5.0 1,015 △22.6 1,032 △28.8 378 △ 8.8
19年３月期第１四半期 37,482 △7.3 1,310 △27.5 1,451 △19.7 415 △17.2

19年３月期 169,602 △5.5 9,371 △22.4 9,852 △18.0 726 △85.3

　

　
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３月期第１四半期 10 50 　 ― 　 　 　 　
19年３月期第１四半期 11 20 　 ― 　 　 　 　

19年３月期 19 72 　 ― 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　
　
　(2) 連結財政状態 　
　

　 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３月期第１四半期 177,232 85,886 43.4 2,132 45
19年３月期第１四半期 165,924 88,710 48.8 2,185 25

19年３月期 177,807 85,433 43.3 2,136 13

　
　(3) 連結キャッシュ・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

20年３月期第１四半期 3,016 △ 2,589 540 19,213

19年３月期第１四半期 2,035 △ 5,029 △1,202 15,795

19年３月期 9,780 △19,867 8,474 18,378

　

2.　配当の状況
　

　 １株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末

　 円 銭

19年３月期第１四半期 　 ―
20年３月期第１四半期 　 ―

　

― 1 ―



3.　平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）【参考】

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

　 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

中　間　期 84,000 2.4 4,530 4.5 4,200 △7.8 1,700 ― 47 15
通　　　期 175,000 3.2 10,700 14.2 10,000 1.5 4,500 519.7 124 82

4.　その他
　
　(1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

　(3) 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

　 　 　

　　　［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】　４．その他をご覧ください。］

　

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　　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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【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
　　当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善など
が概ね好調に推移し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方では、米国経済の減速や原油をは
じめとする資源の高騰や金利の上昇など先行きに不透明感もあり、個人消費は改善の兆しはあるものの底堅
く推移してまいりました。
　当業界におきましては、金融機関を中心としたシステム投資が引き続き活発であり受注高の上昇が期待さ
れます。その一方、依然として人員が不足している環境の中、サービス価格の下落継続や、お客様ニーズの
高度化・多様化に加え、品質・価格・納期等に対する要請は一層強まっており、厳しい事業環境が継続して
まいりました。
　当第１四半期の連結業績につきましては、当社グループの主力事業である通信及び機械制御を中心とする
制御系ソフトウェア開発と、金融業向けを中心とする業務系ソフトウェア開発が順調に推移しました結果、
売上高は393億39百万円(前年同期比5.0％増)となりました。
　また、売上原価率の改善もあり、売上総利益につきましては95億35百万円(前年同期比13.9％増)となりま
した。
　一方、利益につきましては、秋葉原ビル関連費用、営業・管理部門の強化及び採用・教育費等の増加によ
り、販売費及び一般管理費が85億20百万円(前年同期比20.7％増)と増加したため、経常利益が10億32百万円
(前年比28.8％減)、当期純利益が3億78百万円(前年同期比8.8％減)となりました。

　
2.　連結財政状態に関する定性的情報

　①資産、負債および純資産の状況

　  当第１四半期末における総資産は、前年同期に比べ113億8百万円増加し、1,772億32百万円（前年同期比
6.8％増）となりました。主な増加要因は、秋葉原ビル完成等により有形固定資産が前年同期末に比べ96億
80百万円増加し、801億86百万円（前年同期比13.7％増）となったこと等によるものであります。
　また、負債は、前年同期末に比べ141億32百万円増加し、913億46百万円（前年同期比18.3％増）となりま
した。主な増加要因は、秋葉原ビル工事代金の支払等により短期借入金が前年同期末に比べ145億67百万円
増加し、535億42百万円（前年同期比37.4％増）となったこと等によります。
　純資産は、前年同期末に比べ28億23百万円減少し、858億86百万円（前年同期比3.2％減）となりました。
これは、自己株式の買付を行ったことにより自己株式が28億89百万円増加し、40億25百万円（前年同期比
254.4％増）になっ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１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、前年同期末に比べ34億18百万円増加
し、192億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
　当第１四半期における営業活動による資金の増加は、30億16百万円（前年同期差9億80百万円収入増）と
なりました。これは、税金等調整前四半期純利益が12億61百万円（前年同期差1億89百万円収入減）、売上
債権の減少額53億45百万円（前年同期差49億51百万円収入減）、法人税等の支払額28億30百万円（前年同期
差33百万円支出増）とな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)
　当第１四半期における投資活動による資金の減少は、25億89百万円（前年同期差24億39百万円支出減）と
なりました。これは、有形固定資産の取得による支出12億36百万円（前年同期差21億35百万円支出減）、無
形固定資産の取得により支出13億90百万円（前年同期差1億79百万円）となったこと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)
　当第１四半期における財務活動に資金の増加は、5億40百万円（前年同期差17億42百万円収入増）となり
ました。

　
3.　連結業績予想に関する定性的情報
　　平成19年５月15日発表の業績予想は修正しておりません。当期の国内経済は、引き続き堅調に推移するも
のと思われますが、米国経済の減速や原油をはじめとする資源の高騰や金利の上昇など先行きに不透明感も
あり、さらに厳しい経営環境が続くものと思われます。
　当社グループは、こうした状況を踏まえて、各業種・業態におけるお客様の発掘、獲得及びお客様企業と
の共存共栄によるグループ全体の売上・収益の拡大を図るとともに、エンドユーザ向けの直接営業を強化し
てまいります。さらに、証券、流通、金融、保険、公共、公益の分野については、プロジェクト管理体制を
導入すると共に、徹底した不採算案件の見直しを行い、さらなるサービス向上とお客様の開拓を目指してま
いります。
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4.　その他
　
(1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の移動)
    該当事項はありません。
　
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用
    法人税等の計上基準等については一部簡便的な方法を採用しております。　　
　
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更
    該当事項はありません。
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5. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表
　　（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増減
（参　考）前年期

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動資産 　 　 　 　 　

　1.　現金及び預金 15,785,107 17,099,441 1,314,334 8.3 16,266,238

　2.　受取手形及び売掛金 28,172,789 31,396,943 3,224,153 11.4 36,553,746

　3.　有価証券 3,527,563 4,632,215 1,104,651 31.3 4,614,763

　4.　たな卸資産 6,633,006 5,984,218 △648,788 △9.8 3,795,386

　5.　繰延税金資産 4,836,359 5,106,742 270,383 5.6 4,283,356

　6.　その他 2,535,751 3,506,415 970,663 38.3 2,557,633

　　　貸倒引当金 △363,281 △336,804 26,476 △7.3 △337,186

流動資産合計 61,127,297 67,389,172 6,261,875 10.2 67,733,938

Ⅱ　固定資産 　 　 　 　 　

　1.　有形固定資産 　 　 　 　 　

　　(1) 建物及び構築物 24,425,652 45,543,260 21,117,607 86.5 45,985,987

　　(2) 工具器具備品 2,513,482 4,694,794 2,181,311 86.8 4,785,301

　　(3) 土地 29,369,669 29,301,982 △67,686 △0.2 29,307,173

　　(4) その他 14,196,866 646,359 △13,550,507 △95.5 46,369

　　　　有形固定資産合計 70,505,671 80,186,397 9,680,726 13.7 80,124,832

　2.　無形固定資産 　 　 　 　 　

　　(1) ソフトウェア 8,601,910 6,784,799 △1,817,110 △21.1 6,799,324

　　(2) その他 7,899,008 5,361,110 △2,537,897 △32.1 5,669,088

　　　　無形固定資産合計 16,500,918 12,145,910 △4,355,008 △26.4 12,468,412

　3.　投資その他の資産 　 　 　 　 　

　　(1) 投資有価証券 12,083,715 11,880,288 △203,427 △1.7 11,665,027

　　(2) 繰延税金資産 2,334,237 2,083,183 △251,053 △10.8 2,209,533

　　(3) その他 3,408,309 3,593,028 184,719 5.4 3,651,035

　　　貸倒引当金 △35,663 △45,236 △9,572 26.8 △45,023

　　　　投資その他の資産合計 17,790,599 17,511,264 △279,334 △1.6 17,480,573

　　　　固定資産合計 104,797,189 109,843,572 5,046,382 4.8 110,073,818

資産合計 165,924,486 177,232,744 11,308,257 6.8 177,807,756
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　　（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増　　減
（参　考）前期末

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　流動負債 　 　 　 　 　

　1.　支払手形及び買掛金 9,834,251 10,198,144 363,892 3.7 11,889,299

　2.　短期借入金 38,975,679 53,542,701 14,567,022 37.4 53,154,071

　3.　未払法人税等 2,055,591 1,420,874 △634,717 △30.9 2,912,157

　4.　未払費用 10,986,356 12,515,724 1,529,367 14.9 9,994,494

　5.　役員賞与引当金 ― 102,096 102,096 ― 189,380

　6.　その他 4,381,073 6,236,718 1,855,644 40.0 7,273,341

　　　流動負債合計 66,232,952 84,016,258 17,783,306 26.9 85,412,744

Ⅱ　固定負債 　 　 　 　 　

　1.　長期借入金 1,420,830 396,770 △1,024,060 △72.1 426,770

　2.　退職給付引当金 5,799,944 4,147,623 △1,652,321 △28.5 4,049,442

　3.　役員退職慰労引当金 369,901 392,132 22,230 6.0 417,593

　4.　その他 3,390,848 2,393,893 △996,955 △29.4 2,067,291

　　　固定負債合計 10,981,524 7,330,418 △3,651,105 △33.3 6,961,097

　　　負債合計 77,214,477 91,346,677 14,132,200 18.3 92,373,842

　 　 　 　 　 　

(純資産の部) 　 　 　 　 　

Ⅰ　株主資本 　 　 　 　 　

　1.　資本金 26,200,289 26,200,289 ― ― 26,200,289

　2.　資本剰余金 28,438,965 28,438,965 ― ― 28,438,965

　3.　利益剰余金 34,387,723 34,335,784 △51,938 △0.2 34,312,323

　4.　自己株式 △1,135,947 △4,025,672 △2,889,724 254.4 △4,024,106

　　　株主資本合計 87,891,030 84,949,367 △2,941,663 △3.4 84,927,471

Ⅱ　評価・換算差額等 　 　 　 　 　

　1.　その他有価証券評価

　　　差額金
2,126,007 930,035 △1,195,971 △56.3 1,144,071

　2.　繰延ヘッジ損益 ― 49,868 49,868 ― △8,461

　3.　土地再評価差額金 △9,044,644 △9,051,263 △6,618 0.1 △9,051,263

　　　評価・換算差額等合計 △6,918,636 △8,071,358 △1,152,721 16.7 △7,915,653

Ⅲ　少数株主持分 7,737,616 9,008,057 1,270,441 16.4 8,422,095

　　　純資産合計 88,710,009 85,886,066 △2,823,943 △3.2 85,433,913

　　　負債純資産合計 165,924,486 177,232,744 11,308,257 6.8 177,807,756
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(2)　(要約）四半期連結損益計算書
　　（単位：千円、％）

科　　目

前年同四半期

(平成19年３月期

第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

増　　減
（参　考）前期

(平成19年３月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 37,482,045 39,339,671 1,857,625 5.0 169,602,217

Ⅱ　売上原価 29,111,433 29,804,066 692,633 2.4 130,761,192

　　　売上総利益 8,370,612 9,535,604 1,164,992 13.9 38,841,025

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,059,614 8,520,366 1,460,751 20.7 29,469,150

　　　営業利益 1,310,997 1,015,238 △295,759 △22.6 9,371,874

Ⅳ　営業外収益 458,845 680,749 221,903 48.4 1,932,371

Ⅴ　営業外費用 318,494 663,244 344,749 108.2 1,451,742

　　　経常利益 1,451,348 1,032,743 △418,604 △28.8 9,852,503

Ⅵ　特別利益 70 263,707 263,637 ― 1,080,355

Ⅶ　特別損失 ― 34,883 34,883 ― 4,948,800

　　　税金等調整前

　　　四半期(当期)純利益
1,451,418 1,261,567 △189,851 △13.1 5,984,058

　　　税金費用 796,267 598,400 △197,866 △33.4 4,169,595

　　　少数株主利益 240,009 284,659 44,649 18.6 1,088,350

　　　四半期(当期)純利益 415,140 378,506 △36,633 △8.8 726,112
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(3)　(要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

　
前年同四半期

(平成19年３月期第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期第１四半期)

（参　考）前期

(平成19年３月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　税金等調整前四半期(当期)純利益 1,451,418 1,261,567 5,984,058

　　　減価償却費 1,399,865 1,759,646 7,101,786

　　　固定資産減損損失 ― ― 2,596,453

　　　のれん償却額 379,952 260,959 2,514,980

　　　退職給付引当金の増加額 119,098 120,549 △1,631,403

　　　売上債権の減少額 10,297,772 5,345,882 1,543,124

　　　たな卸資産の増加額 △3,463,151 △2,188,832 △469,681

　　　仕入債務の減少額 △6,081,953 △1,622,195 △4,026,905

　　　未払人件費の増加額 2,240,140 2,330,409 1,101,286

　　　未払消費税等の増減額(△は減少) △1,307,895 38,442 △1,263,994

　　　その他 △216,273 △1,405,955 2,447,598

　　　　小計 4,818,974 5,900,474 15,897,301

　　　利息及び配当金の受取額 124,024 133,408 282,776

　　　利息の支払額 △109,569 △186,749 △644,377

　　　法人税等の支払額 △2,797,780 △2,830,989 △5,755,035

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,035,649 3,016,143 9,780,665

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 △3,372,511 △1,236,655 △15,200,661

　　　無形固定資産の取得による支出 △1,210,761 △1,390,421 △5,289,417

　　　有価証券の取得による支出 △3,495,050 △2,011,457 △10,476,139

　　　有価証券の売却による収入 3,081,874 1,995,938 12,072,171

　　　投資有価証券の取得による支出 △47,622 △129,463 △1,012,717

　　　その他 14,768 182,097 39,331

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △5,029,302 △2,589,962 △19,867,433

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

　　　短期借入れによる収入 16,910,000 23,480,000 89,525,000

　　　短期借入金の返済による支出 △16,543,669 △22,657,100 △72,649,300

　　　長期借入金の返済による支出 △1,246,732 △544,270 △4,842,357

　　　自己株式の取得による支出 △913 △1,565 △2,889,072

　　　少数株主からの払込による収入 ― 615,125 ―

　　　その他 △321,024 △351,911 △670,240

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,202,338 540,278 8,474,030

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △4,195,992 966,459 △1,612,737

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 19,991,529 18,378,792 19,991,529

Ⅵ　子会社の新規連結による現金および

　　現金同等物増加額
― 176,344 ―

Ⅶ　子会社の連結除外による現金および

　　現金同等物減少額
― △307,827 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 15,795,537 19,213,769 18,378,792
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(4)　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

　1.連結の範囲に関する事項

　　　 連結子会社の数12社

　　　 会社名：ヴィンキュラム ジャパン㈱、㈱４Ｕ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

　　　　　　　 ㈱オーエー研究所、サイバーコム㈱

　　　　　 　　サイバネットシステム㈱、㈱ケイ・ジー・ティー、㈱プラメディア

　　　　　 　　㈱東証コンピュータシステム、富士ソフトケーシーエス㈱

　　　　　 　　富士ソフトサービスビューロ㈱、富士ソフトディーアイエス㈱

　　　　　 　　㈱マーキュリースタッフィング

　　　 従来、非連結子会社でありました㈱マーキュリースタッフィングは、当四半期連結会計期

　　　　 間において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

　　　　 また、連結子会社でありました富士ソフト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱は、重要性が減少

　　　　 したため、当四半期連結会計期間より連結の範囲から除外し、持分法適用会社としました。

　　　 非連結子会社の数３社

　　　 会社名：日本インターネット新聞㈱、西希安工程模擬軟件(上海)有限公司

　　　　　　　 莎益博設計系統商貿（上海）有限公司

　2. 持分法の適用に関する事項

　　　 持分法適用会社の数７社

　　　 会社名：エース証券㈱、ダイヤモンド富士ソフト㈱、㈱日本ビジネスソフト

　　　　　　　 パルスイムノテック㈱、富士ソフト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱

　　　　　　　 ㈱ブロックライン

　　　 従来、連結子会社でありました富士ソフト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱は、重要性が減少

　　　　 したため、当四半期連結会計期間より連結の範囲から除外し、持分法適用会社としました。

　　　 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数４社

　　　 会社名：日本インターネット新聞㈱、西希安工程模擬軟件(上海)有限公司

　　　　　　　 莎益博設計系統商貿（上海）有限公司、㈱高速屋

　3. 連結子会社の四半期決算日等に関する事項

　　　 ㈱プラメディアの四半期決算日は３月31日であります。 四半期連結計算書類を作成するに

　　　　 あたっては、同日現在の計算書類を使用し、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、連結上必要な調整を行っております。
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　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有価証券

　　　　 　満期保有目的の債権　償却原価法

　　　　 　その他の有価証券　　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

　　　　 　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

　　　　 ②たな卸資産

　　　　 　商品　　移動平均法による原価法

　　　　 　仕掛品　個別法による原価法

　　（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　　　 ①有形固定資産　定率法

　　　　 　　　　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)に

　　　　　　　　　　　　　 ついては定額法

　　　　 ②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する方法

　　　　 　自社利用目的のソフトウェア

　　　　 　　　社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

　　　　 　その他

　　　　 　　　定額法

　　（3）重要な引当金の計上基準

　　　　 ①貸倒引当金

　　　　 　金銭債権の貸倒損失に備えるため、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することにより、回収不能見込額を

　　　　　　 計上しております。

　　　　 ②役員賞与引当金

　　　　   役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当第１四半期に見合う分を計上し

　　　　　　 ております。

　　　　 ③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、当第１四半期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。

　 　　　　　会計基準変更時差異については主として15年による均等額を費用処理しております。

 　　　　　　また、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間(10～13年)による定額

　　　　　　 法により、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理することとしております。

　　　　　　 さらに、過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間(10～13年)による定額法

　　　　　　 によっております。

― 10 ―



　　　　 ④役員退職慰労金引当金

　　　　   当社及び連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当

　　　　　　 第１四半期末要支給額を計上しております。

　　（4）その他連結計算書類作成のための重要な事項

　　　　 ①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。

　　　　 ②のれんの償却

　　　　   のれんの償却については、合理的に見積もった効果発現期間による均等償却を行って

　　　　　 　おります。ただし、金額が僅少の場合は、発生時に一括償却しております。

　　　　 ③消費税等の会計処理方法

　　　　   税抜方式によっております。
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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〕

前年同四半期(自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日)

区分
ソフトウェア
開発関連事業

(千円)

アウト
ソーシング

事業
(千円)

ソリューショ
ンサービス

事業
(千円)

その他事業
(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

25,056,419 8,679,974 3,720,092 25,558 37,482,045 ― 37,482,045

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

12,682 140,431 38,575 480,361 672,051 (672,051) ―

計 25,069,101 8,820,406 3,758,668 505,920 38,154,097 (672,051) 37,482,045

営業費用 23,039,549 9,246,677 4,666,529 500,191 37,452,947 ( 1,281,899) 36,171,048

営業利益又は
営業損失(△)

2,029,552 △426,270 △907,860 5,728 701,149 609,847 1,310,997

　

　　当四半期(自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日)

区分

ソフトウェア

開発関連事業

(千円)

アウト

ソーシング

事業

(千円)

ソリューショ

ンサービス

事業

(千円)

その他事業

(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
27,811,268 7,278,201 3,623,946 626,254 39,339,671 ― 39,339,671

(2) セグメント間の内部

　　売上高又は振替高
20,223 12,647 8,785 2,136 43,793 (43,793) ―

計 27,831,492 7,290,848 3,632,732 628,390 39,383,464 (43,793) 39,339,671

営業費用 26,039,369 7,290,543 4,430,290 608,022 38,368,226 (43,793) 38,324,433

営業利益又は

営業損失(△)
1,792,122 304 △797,557 20,368 1,015,238 ― 1,015,238

　

（参考）前期（平成19年３月期)

区分

ソフトウェア開発

関連事業

(千円)

アウト

ソーシング

事業

(千円)

ソリューショ

ンサービス

事業

(千円)

その他事業

(千円)

計

(千円)

消去

又は全社

(千円)

連結

(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する

　　　売上高
120,040,060 34,791,741 14,611,226 159,189 169,602,217 ― 169,609,217

　(2) セグメント間の内部

　　　売上高又は振替高
10,360 326,652 606,148 2,089,012 3,032,173 (3,032,173) ―

計 120,050,420 35,118,394 15,217,375 2,248,201 172,634,391 (3,032,173) 169,602,217

　　営業費用 108,313,726 34,800,317 17,983,584 2,164,887 163,262,516 (3,032,173) 160,230,343

　　営業利益

　　又は営業損失（△）
11,736,693 318,076 △2,766,209 83,313 9,371,874 ― 9,371,874
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(6)　生産、受注及び販売の状況

①生産実績

　 　 　 (単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

前年同四半期 当四半期 （参考）前期

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

 　至 平成18年６月30日）  　至 平成19年６月30日）  　至 平成19年３月31日）

ソフトウェア
開発関連事業

17,557,587 19,753,061 85,132,457

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．生産高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３．金額は、製造原価により算出しております。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注状況

　 　 　 　 　 （単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

前年同四半期 当四半期 （参考）前期

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

 　至 平成18年６月30日）    至 平成19年６月30日）    至 平成19年３月31日）

受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高 受 注 高 受注残高

ソフトウェア
開発関連事業

25,423,027 23,685,875 25,139,079 22,881,980 122,274,962 25,554,169

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．受注高及び受注残高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３．上期の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

　 　 　 　 　 (単位：千円）

事業の種類別
セグメントの名称

前年同四半期 当四半期 （参考）前期

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年６月30日)   至 平成19年６月30日)   至 平成19年３月31日)

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

ソフトウェア開発関連事業 25,056,419 66.8 27,811,268 70.7 120,040,060 70.8

アウトソーシング事業 8,685,715 23.2 7,278,201 18.5 34,791,741 20.5

ソリューションサービス事業 3,714,352 9.9 3,623,946 9.2 14,611,226 8.6

その他事業 25,558 0.1 626,254 1.6 159,189 0.1

合計 37,482,045 100.0 39,339,671 100.0 169,602,217 100.0

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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