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（百万円未満切捨て） 
１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年３月21日～平成19年12月20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３四半期 11,700 △9.5 21 △91.1 5 △97.7 13 △49.4
19年３月期第３四半期 12,927 12.1 243 ― 225 ― 26 ―

19年３月期 19,325 735 709  292
 

 
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３四半期 0.75 ― 
19年３月期第３四半期 1.49 ― 

19年３月期 16.26 ― 
 
(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３四半期 9,270 3,510 37.8 194.47 
19年３月期第３四半期 9,729 3,492 35.8 193.53 

19年３月期 11,135 3,751 33.6 207.90 
 
(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３四半期 487 △116 △522 363
19年３月期第３四半期 265 △33 △191 366

19年３月期 798 △129 △481 514
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 

19年３月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 
20年３月期 ― 7.00 ―  
20年３月期(予想)    4.00 

11.00 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20日）【参考】 

（％表示は対前期増減率） 
 

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

通    期 17,500 △9.4 170 △76.9 150 △78.8 60 △79.5 3.33 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（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   ：有 

(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年３月21日～平成19年12月20日） 
(1)個別経営成績                           （％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３四半期 10,748 △11.7 △44 ― △41 ― △30 ―
19年３月期第３四半期 12,178 11.4 129 ― 127 ― △18 ―

19年３月期 18,274 616 606  262
 

 
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３四半期 △1.69 ― 
19年３月期第３四半期 △1.05 ― 

19年３月期 14.58 ― 
 

(2)個別財政状態 

 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３四半期 8,884 3,309 37.2 183.84
19年３月期第３四半期 9,400 3,320 35.3 184.47

19年３月期 10,735 3,594 33.5 199.71
 
 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20日）【参考】 
（％表示は対前期増減率） 

 
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

通    期 16,300 △10.8 80 △87.0 70 △88.4 10 △96.2 0.56 
 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成20年３月期の連結業績予想および個別業績予想を修正しております。 
 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性情報、および本日別途公表の
「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情
報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる
可能性があります。 
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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 

(1) 平成20年３月期 第３四半期の概況 

当第３四半期におけるわが国経済は、年度の後半に入り企業の業況感に足踏み状態がみられ、その影

響により設備投資の増加も緩やかになり、雇用情勢や個人消費も横ばいで推移する等、景気回復の勢い

は鈍化しております。また、輸出はアジア向けを中心に緩やかに増加しておりますが、サブプライム住

宅ローン問題を抱えるアメリカ経済や原油価格の動向が与える影響等が懸念されます。 

当社グループが属する情報サービス業界では、半導体製造装置や電子部品・デバイス、デジタルカメ

ラ等情報関連機械・機器の生産が低下しており、企業の情報関連投資も横ばいとなる等、顧客の需要は

鈍化しております。 

このような環境の中で、当社グループは、中期経営計画２年目にあたり、事業構造、生産構造、財務

構造の３つの構造改革を軸として、環境変化に強い経営体質をもった企業へと自ら「変化」することに

邁進しております。 

今年度は、改革元年として営業機能の強化による新規顧客の獲得や新規分野の拡大、源流からのプロ

セス管理の徹底による生産コストや品質の改善、資産や資金の効率的な運用に注力しております。 

以上のような構造改革を進めておりますが、改革の成果を十分に発揮できず当第３四半期業績は、売

上高は117億円（前年同四半期比9.5%減）、経常利益5百万円（同97.7%減）、四半期純利益13百万円

（同49.4%減）となりました。 

なお、わが国の多数の企業が事業年度を４月から３月までと定めているため、システムの導入および

検収が顧客の決算期である９月および３月に集中します。このため、当社グループの売上高および利益

も中間期末および期末に集中する傾向にあり、第１四半期および第３四半期の売上高および利益が他の

四半期に比して低い水準となっております。 

 

(2) 事業別の状況 

当社グループは、従来の「ビジネスシステム事業」、「組込コンポーネント事業」、「ネットコミュ

ニケーション事業」、「サービス事業」の４事業から企業向け顧客管理、販売管理、生産管理等のビジ

ネスシステムの構築を主体とした「ビジネスソリューション事業」、機器等に組み込まれるソフトウェ

アの受託開発を主体とした「組込ソリューション事業」、ハードウェアとソフトウェアを融合したソリ

ューションの提供を行う「トータルソリューション事業」に再編したため、事業部門の区分を変更しま

した。 

具体的には、以下のとおりですが、前年同四半期との比較に関する事項は、前年同四半期の数値を変

更後の事業部門に組み替えた金額との比較によっております。 

 

〔ビジネスソリューション事業〕 

当事業では、製造業向けビジネスソリューションは企業の旺盛な情報関連投資の影響もあり堅調に推

移しました。移動体通信事業者向けシステム構築は、顧客の継続的なシステム更新や改変等の需要があ

りましたが、前年同期に比べ受注規模が縮小しました。その結果、売上高は41億83百万円（前年同四半

期比4.3%減）となりました。 

 

〔組込ソリューション事業〕 

当事業では、医療機器メーカー向け画像処理システムや駅務機器向けソフトは堅調に推移しました。

しかしながら、半導体・液晶装置メーカー向け制御用ソフト等は半導体製造装置や液晶装置の投資抑制

により低調に推移する等、当事業における新規案件獲得数やその規模が総じて伸び悩んでおります。そ

の結果、売上高は30億6百万円（同19.8%減）となりました。 

 

〔トータルソリューション事業〕 

当事業では、インターネットサーバ（NetSHAKERシリーズ）等のインターネット・セキュリティ関連

商品は順調に推移し、医療機関向けソリューションサービスも堅調に推移しました。しかしながら、外

食産業分野向け注文システム構築が前年同期に比べ減少し、自治体向け情報通信基盤構築も低調に推移

しました。その結果、売上高は45億9百万円（同6.2%減）となりました。 
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２ 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

当第３四半期末の流動資産は71億3百万円（前年同四半期末比7億52百万円減）となりました。これ

は、主としてたな卸資産が9億49百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が1億68百万円増加したこ

と等によるものです。 

固定資産は21億66百万円（同2億93百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増

加等により投資その他の資産が1億92百万円増加したこと、市場販売目的のソフトウェア開発等によ

り無形固定資産が1億33百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、資産合計は92億70百万円（同4億59百万円減）となりました。 

② 負債 

当第３四半期末の流動負債は41億71百万円（同5億21百万円減）となりました。これは、主として

短期借入金が4億60百万円減少したこと、未払金が76百万円減少したこと等によるものです。 

固定負債は15億87百万円（同43百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が1億

67百万円増加したこと、長期借入金が1億円減少したこと等によるものです。 

この結果、負債合計は57億59百万円（同4億77百万円減）となりました。 

③ 純資産 

当第３四半期末の純資産合計は35億10百万円（同17百万円増）となりました。これは、主として利

益剰余金が27百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が10百万円減少したこと等によるもの

です。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは4億87百万円（前年同四半期比2億22百万

円増）、投資活動によるキャッシュ・フローは△1億16百万円（同82百万円減）、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは△5億22百万円（同3億30百万円減）、現金及び現金同等物に係る換算差額は△0百万

円（同0百万円減）となり、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の

残高は、前連結会計年度末より1億50百万円減少し、3億63百万円（同3百万円減）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は4億87百万円となりました。これは、仕入債務の減少9億45百万円や

未払費用の減少2億12百万円、法人税等の支払い2億48百万円等があったものの、売上債権の減少21億

66百万円等があったこと等によるものです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は1億16百万円となりました。これは、無形固定資産の取得1億10百万円等

によるものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は5億22百万円となりました。これは、配当金の支払い2億51百万円、短期

借入金の減少2億70百万円等によるものです。 

 

 

３ 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の業績は前年同期に比べ低い水準で推移しており、半導体製造装置や液晶装置の生産が低

下し、企業等の情報関連投資も横ばいで受注の伸張を期待できず、年度後半における需要の減少傾向は深

刻であり、当社グループの受注・売上計画に大きな影響が生じております。 

また、事業・生産・財務の３つの構造改革を進めており、改革元年としてその成果は現れつつあります

が未だ満足の得られる内容ではありません。 

このような状況を踏まえ、通期の業績は、平成19年10月16日に公表しました業績予想を変更し、以下の

とおり予想しております。 

なお、平成20年３月期の期末配当金につきましては、現時点での厳しい業績見通しを勘案し、誠に遺憾

ではありますが、平成19年4月18日公表の配当予想から１株につき３円減配の４円（年間配当金11円）に

修正させていただきます。 
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 連結 単独 

売 上 高 １７，５００百万円 １６，３００百万円 

営 業 利 益 １７０百万円 ８０百万円 

経 常 利 益 １５０百万円 ７０百万円 

当 期 純 利 益 ６０百万円 １０百万円 

 

業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

 

 

４ その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

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 

たな卸資産について、実地たな卸を省略しております。 

また、その他影響額の僅少なものについて、一部簡便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 

法人税法の改正に伴い、当第３四半期より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これにより従来の方法に比べて、営業利益、経常利益がそれぞれ179千円減少し、税金等調整

前四半期純損失が179千円増加しております。 
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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 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(平成18年12月20日現在) 

当第３四半期 

(平成19年12月20日現在)
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 366,530 363,428 △3,102 514,045

２ 受取手形及び売掛金 3,317,455 3,486,190 168,735 5,650,294

３ たな卸資産 3,651,464 2,701,961 △949,503 2,631,083

４ 繰延税金資産 279,143 335,208 56,064 271,075

５ その他 243,643 228,339 △15,303 84,689

  貸倒引当金 △1,624 △11,324 △9,700 △11,359

流動資産合計 7,856,613 80.7 7,103,803 76.6 △752,809 9,139,829 82.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 387,020 355,414 △31,606 378,471

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 22,178 21,367 △811 21,299

有形固定資産合計 802,276 769,859 △32,417 792,848

２ 無形固定資産 118,494 251,871 133,376 196,074

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 114,806 98,476 △16,330 103,330

(2) 繰延税金資産 550,620 514,138 △36,482 552,816

(3) その他 289,548 532,158 242,610 353,273

  貸倒引当金 △2,604 ― 2,604 △2,604

投資その他の資産 
合計 

952,370 1,144,773 192,403 1,006,815

固定資産合計 1,873,141 19.3 2,166,503 23.4 293,362 1,995,737 17.9

資産合計 9,729,754 100.0 9,270,307 100.0 △459,446 11,135,567 100.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(平成18年12月20日現在) 

当第３四半期 

(平成19年12月20日現在)
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 1,090,284 1,119,539 29,254 2,064,768

２ 短期借入金 1,830,000 1,370,000 △460,000 1,640,000

３ 未払金 597,398 521,250 △76,147 706,894

４ 未払費用 832,626 888,155 55,528 1,100,483

５ 未払法人税等 29,195 1,899 △27,295 156,434

６ 役員賞与引当金 8,275 875 △7,400 5,800

７ その他 305,237 270,234 △35,003 214,586

流動負債合計 4,693,017 48.2 4,171,953 45.0 △521,064 5,888,967 52.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 ― △100,000 ―

２ 退職給付引当金 1,376,790 1,544,568 167,777 1,419,666

３ 役員退職慰労引当金 55,900 34,533 △21,367 64,546

４ その他 11,145 8,400 △2,745 11,144

固定負債合計 1,543,836 15.9 1,587,501 17.1 43,665 1,495,357 13.4

負債合計 6,236,853 64.1 5,759,454 62.1 △477,399 7,384,325 66.3

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 664,000 ― 664,000

２ 資本剰余金 318,000 318,000 ― 318,000

３ 利益剰余金 2,460,147 2,487,537 27,389 2,725,977

４ 自己株式 △46 △46 ― △46

株主資本合計 3,442,101 35.4 3,469,490 37.4 27,389 3,707,930 33.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

41,353 30,911 △10,442 34,335

評価・換算差額等 
合計 

41,353 0.4 30,911 0.4 △10,442 34,335 0.3

Ⅲ 少数株主持分 9,445 0.1 10,450 0.1 1,005 8,975 0.1

純資産合計 3,492,900 35.9 3,510,852 37.9 17,952 3,751,241 33.7

負債純資産合計 9,729,754 100.0 9,270,307 100.0 △459,446 11,135,567 100.0
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(2) (要約)四半期連結損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日)

対前年同期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成19年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 12,927,057 100.0 11,700,053 100.0 △1,227,003 △9.5 19,325,925 100.0

Ⅱ 売上原価 10,415,657 80.6 9,550,043 81.6 △865,613 △8.3 15,730,084 81.4

売上総利益 2,511,399 19.4 2,150,009 18.4 △361,389 △14.4 3,595,841 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,267,726 17.5 2,128,259 18.2 △139,467 △6.2 2,860,403 14.8

営業利益 243,672 1.9 21,749 0.2 △221,922 △91.1 735,437 3.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 44 489 445  239

２ 受取配当金 1,223 1,291 67  1,223

３ 為替差益 ― 1,536 1,536  ―

４ 法人税等還付加算金 1,521 ― △1,521  1,521

５ 未払配当金除斥益 1,867 ― △1,867  1,867

６ その他 82 598 515  99

営業外収益合計 4,739 0.0 3,915 0.0 △823 △17.4 4,951 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 11,604 9,031 △2,572  16,909

２ 売掛債権売却損 10,860 11,075 214  14,242

３ その他 298 306 8  174

営業外費用合計 22,763 0.2 20,413 0.2 △2,349 △10.3 31,326 0.1

経常利益 225,647 1.7 5,251 0.0 △220,396 △97.7 709,062 3.7

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 401 ― △401  ―

２ 損害補償損失引当金 
  取崩益 

4,500 ― △4,500  4,500

特別利益合計 4,901 0.0 ― ― △4,901 ― 4,500 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 1,896 455 △1,441  1,896

２ 関係会社出資金 
  評価損 

― 7,294 7,294  ―

３ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

― ― ―  2,640

４ 時間外賃金等遡及 
  精算額 

138,233 ― △138,233  138,233

特別損失合計 140,129 1.0 7,749 0.0 △132,380 △94.5 142,769 0.7

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

90,419 0.7 △2,497 △0.0 △92,916 ― 570,792 3.0

法人税、住民税 
及び事業税 

84,988 0.7 17,289 0.2 △67,698  249,409 1.3

法人税等追徴税額 ― ― ― ― ―  39,961 0.2

未払法人税等戻入額 ― ― 12,333 0.1 12,333  ― ―

法人税等調整額 △23,508 △0.2 △23,129 △0.2 378  △12,878 △0.0

少数株主利益 2,150 0.0 2,116 0.0 △33  1,681 0.0

四半期(当期)純利益 26,788 0.2 13,558 0.1 △13,229 △49.4 292,617 1.5
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(3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年12月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 2,692,444 △46 3,674,398

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998  △251,998

役員賞与(注)２  △7,086  △7,086

四半期純利益  26,788  26,788

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
  

当四半期の変動額合計 ― ― △232,296 ― △232,296

平成18年12月20日残高 664,000 318,000 2,460,147 △46 3,442,101

 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 7,807 3,793,089 

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998 

役員賞与(注)２  △7,086 

四半期純利益  26,788 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
△69,529 △69,529 1,637 △67,891 

当四半期の変動額合計 △69,529 △69,529 1,637 △300,188 

平成18年12月20日残高 41,353 41,353 9,445 3,492,900 

 (注)１ 内訳は以下のとおりであります。 

      平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目 125,999千円 

      平成18年10月26日取締役会決議による中間配当額   125,999千円 

    ２ 平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目であります。 
 

 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日残高 664,000 318,000 2,725,977 △46 3,707,930

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △251,998  △251,998

四半期純利益  13,558  13,558

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
  

当四半期の変動額合計 ― ― △238,439 ― △238,439

平成19年12月20日残高 664,000 318,000 2,487,537 △46 3,469,490

 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月20日残高 34,335 34,335 8,975 3,751,241 

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △251,998 

四半期純利益  13,558 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
△3,423 △3,423 1,474 △1,949 

当四半期の変動額合計 △3,423 △3,423 1,474 △240,388 

平成19年12月20日残高 30,911 30,911 10,450 3,510,852 
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前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 2,692,444 △46 3,674,398

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998  △251,998

役員賞与(注)２  △7,086  △7,086

当期純利益  292,617  292,617

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額 

(純額) 

  

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 33,532 ― 33,532

平成19年３月20日残高 664,000 318,000 2,725,977 △46 3,707,930

 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 7,807 3,793,089 

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998 

役員賞与(注)２  △7,086 

当期純利益  292,617 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額 

(純額) 

△76,547 △76,547 1,167 △75,380 

連結会計年度中の変動額合計 △76,547 △76,547 1,167 △41,847 

平成19年３月20日残高 34,335 34,335 8,975 3,751,241 

 (注)１ 内訳は以下のとおりであります。 

      平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目 125,999千円 

      平成18年10月26日取締役会決議による中間配当額   125,999千円 

    ２ 平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 

前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年12月20日)

当第３四半期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日)

区分 金額 金額 金額 

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 

  (△は純損失) 
90,419 △2,497 570,792

２ 減価償却費 56,432 57,595 76,976

３ 連結調整勘定償却額 1,140 ― 1,520

４ のれん償却額 ― 24,320 ―

５ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △401 △2,639 9,333

６ 前払年金費用の増減額(△は増加) △47,726 △189,654 △109,804

７ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) 8,275 △4,925 5,800

８ 退職給付引当金の増減額(△は減少) △68,611 124,901 △25,735

９ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 10,700 △30,013 19,346

10 受取利息及び受取配当金 △1,267 △1,781 △1,462

11 支払利息 11,604 9,031 16,909

12 固定資産除却損 1,896 455 1,896

13 関係会社出資金評価損 ― 7,294 ―

14 売上債権の増減額(△は増加) 1,104,279 2,166,708 △1,228,559

15 たな卸資産の増減額(△は増加) △327,708 △70,877 692,672

16 仕入債務の増減額(△は減少) △260,074 △945,229 714,409

17 未払金の増減額(△は減少) △73,281 △186,179 40,911

18 未払費用の増減額(△は減少) △207,802 △212,328 60,158

19 未払消費税等の増減額(△は減少) 701 △119,647 75,858

20 その他 81,694 118,610 2,076

小計 380,270 743,144 923,100

21 利息及び配当金の受取額 1,267 1,781 1,462

22 利息の支払額 △10,800 △9,029 △16,264

23 法人税等の支払額 △184,363 △248,010 △188,222

24 法人税等の還付による収入 78,651 ― 78,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 265,025 487,885 798,727

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △4,323 △3,675 △9,872

２ 有形固定資産の売却による収入 55 ― 55

３ 無形固定資産の取得による支出 △19,674 △110,838 △108,186

４ 投資有価証券の取得による支出 △6,099 △902 △6,399

５ その他 △3,440 △630 △5,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,483 △116,046 △129,940

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(△は減少) 60,000 △270,000 △30,000

２ 長期借入金の返済による支出 ― ― △200,000

３ 配当金の支払額 △251,320 △251,813 △251,051

４ 少数株主への配当金の支払額 △500 △635 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,820 △522,448 △481,551

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △6 △5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 39,714 △150,617 187,229

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 326,815 514,045 326,815

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 366,530 363,428 514,045
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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 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

    なお、アソシエン

ト・イースト㈱は、

平成18年3月21日付

けで安川情報エンベ

デッド㈱に社名を変

更しております。 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

    なお、アソシエン

ト・イースト㈱は、

平成18年3月21日付

けで安川情報エンベ

デッド㈱に社名を変

更しております。 

 (ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (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(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、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、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (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(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、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、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (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(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

 (ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

  ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

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、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

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、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の

対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響

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

用範囲から除外してお

ります。 
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項目 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

３ 連結子会社の四半

期決算日(決算日)

等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の決算日は、

全て連結決算日でありま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

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

算定しておりま

す) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

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

算定しておりま

す) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …連結決算日の市

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

均法により算定し

ております) 

     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 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

  ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 (ロ)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

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

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  ３～38年 

(ロ)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

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

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  ３～38年 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴

い、当第３四半期より、

平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

なお、これにより従来

の方法に比べて、営業利

益、経常利益がそれぞれ

179千円減少し、税金等

調整前四半期純損失が

179千円増加しておりま

す。 

(ロ)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

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

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  ３～38年 
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項目 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

  ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売

目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数

量に基づく償却額と見

込販売可能期間（原則

３年）に基づく均等配

分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却す

る方法を採用しており

ます。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売

目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数

量に基づく償却額と見

込販売可能期間（原則

３年）に基づく均等配

分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却す

る方法を採用しており

ます。 

 (ハ)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

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)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

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)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

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

  ②役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当第３四半期

に見合う分を計上して

おります。 

 ②役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当第３四半期

に見合う分を計上して

おります。 

 ②役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき計上しておりま

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３四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

 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３四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

 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

の見込額に基づき計上

しております。 
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項目 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

    過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

   数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

  ④役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第３四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ④役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社及び一部の連

結子会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第３四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ④役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会

社及び一部の連結子会

社については、役員の

退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

  （追加情報） 

   一部の連結子会社が

当連結会計年度におい

て、役員退職慰労金規

程の整備を行ったこと

に伴い、当連結会計年

度発生額2,206千円を

販売費及び一般管理費

に計上し、過年度対応

額2,640千円を特別損

失として計上しており

ます。この結果、営業

利益及び経常利益はそ

れぞれ2,206千円減少

し、税金等調整前当期

純利益は4,846千円減

少しております。 

 (ニ)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。 

(ニ)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。 

(ニ)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。 
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項目 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

 (ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

５ 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 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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

内に満期日・償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 
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会計方針の変更 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第３四半期から「役員賞与に関

する会計基準」（平成17年11月29日 

企業会計基準委員会 企業会計基準

第４号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益、税金等調整前

四半期純利益が8,275千円減少して

おります。 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」（平成17年11月29

日 企業会計基準委員会 企業会計

基準第４号）を適用しております。

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益、税金等調整前

当期純利益が5,800千円減少してお

ります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期から「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」（平成14年８月９日 企業

会計審議会））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（平

成15年10月31日 企業会計基準委員

会 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。 

――――― （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」（平成14年８月９日 企

業会計審議会））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（平成15年10月31日 企業会計基準

委員会 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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当第３四半期から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準｣（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５

号 ）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｣（平成17年12月９日 企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第８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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、3,483,455千円

であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期における四半期連

結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則に準じて作成しておりま

す。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５号）

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」

（平成17年12月９日 企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第８

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、3,742,266千円

であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 
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表示方法の変更 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

――――― （四半期連結損益計算書関係） 

 前第３四半期において、区分掲記していた営業外収

益の「法人税等還付加算金」は、重要性が乏しくなっ

たため、当第３四半期から営業外収益の「その他」に

含めて表示することとしました。なお、当第３四半期

の営業外収益の「その他」に含まれる「法人税等還付

加算金」は10千円であります。 

 前第３四半期において、区分掲記していた営業外収

益の「未払配当金除斥益」は、重要性が乏しくなった

ため、当第３四半期から営業外収益の「その他」に含

めて表示することとしました。なお、当第３四半期の

営業外収益の「その他」に含まれる「未払配当金除斥

益」は319千円であります。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 従来の「連結調整勘定償却額」及び「減価償却費」

に含めて表示していた「営業権償却費」は、当第３四

半期から「のれん償却額」として表示しております。

なお、前第３四半期において、「減価償却費」に含め

て表示していた「営業権償却費」は23,180千円であり

ます。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第３四半期 
(平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(平成19年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、677,430千円であります。 
  

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、712,065千円であります。 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、687,422千円であります。 

２ 四半期連結財務諸表提出会社

は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第３四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 
  

２ 四半期連結財務諸表提出会社

は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第３四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円
  

２ 連結財務諸表提出会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 

  当連結会計年度末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 31,822千円 
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額

㈱スターフライヤー 21,208千円
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額

㈱スターフライヤー 29,169千円
  

――――― ――――― ４ 受取手形割引高は、67,407千円

であります。 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 1,021,863千円

退職給付費用 117,544千円

減価償却費 35,958千円

役員賞与引当金 
繰入額 

8,275千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

10,700千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 963,559千円

退職給付費用 127,848千円

減価償却費 14,103千円

のれん償却額 24,320千円

貸倒引当金 
繰入額 

96千円

役員賞与引当金
繰入額 

875千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,887千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 1,320,154千円

退職給付費用 156,452千円

減価償却費 48,728千円

貸倒引当金 
繰入額 

9,333千円

役員賞与引当金 
繰入額 

5,800千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

16,706千円

  

２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 604千円

機械装置及び 
運搬具 

1,265千円

工具・器具及び 
備品 

26千円

  

２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 343千円

工具・器具及び
備品 

111千円

  

２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 604千円

機械装置及び 
運搬具 

1,265千円

工具・器具及び 
備品 

26千円

  
――――― ――――― ３ 法人税等追徴税額は、過年度の

修正申告に伴う追徴税額及び加

算税・延滞税等であります。 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第３四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年12月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第３四半期 

増加株式数 

当第３四半期 

減少株式数 

当第３四半期末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第３四半期 

増加株式数 

当第３四半期 

減少株式数 

当第３四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 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18年６月９日 
定時株主総会 

普通株式 125,999千円 7円 平成18年３月20日 平成18年６月12日

平成18年10月26日 
取締役会 

普通株式 125,999千円 7円 平成18年９月20日 平成18年11月27日

 

(2) 基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第３四半期 

増加株式数 

当第３四半期 

減少株式数 

当第３四半期末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第３四半期 

増加株式数 

当第３四半期 

減少株式数 

当第３四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４ 配当に関する事項 

(1) 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６月12日 
定時株主総会 

普通株式 125,999千円 7円 平成19年３月20日 平成19年６月13日

平成19年10月16日 
取締役会 

普通株式 125,999千円 7円 平成19年９月20日 平成19年11月27日

 

(2) 基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 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18年６月９日 
定時株主総会 

普通株式 125,999千円 7円 平成18年３月20日 平成18年６月12日

平成18年10月26日 
取締役会 

普通株式 125,999千円 7円 平成18年９月20日 平成18年11月27日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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６月12日 
定時株主総会 

普通 
株式 

利益剰余金 125,999千円 7円 平成19年３月20日 平成19年６月13日
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成18年12月20日) 

現金及び預金勘定 366,530千円 

現金及び現金同等物 366,530千円 
  

現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成19年12月20日) 

現金及び預金勘定 363,428千円

現金及び現金同等物 363,428千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連

結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３月20日) 

現金及び預金勘定 514,045千円

現金及び現金同等物 514,045千円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年12月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年12月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

 

【海外売上高】 

前第３四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年12月20日） 

当第３四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

当第３四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年12月20日） 

当第３四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 
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(１株当たり情報) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１株当たり純資産額 193円53銭

１株当たり 
四半期純利益金額 

1円49銭

  

１株当たり純資産額 194円47銭

１株当たり 
四半期純利益金額 

75銭

  

１株当たり純資産額 207円90銭

１株当たり 
当期純利益金額 

16円26銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

  （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前第３四半期 

(平成18年12月20日) 
当第３四半期 

(平成19年12月20日) 
前連結会計年度 

(平成19年３月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 3,492,900 3,510,852 3,751,241

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円) 

9,445 10,450 8,975

 (うち少数株主持分(千円)) 9,445 10,450 8,975

普通株式に係る四半期末(期末)の純
資産額(千円) 

3,483,455 3,500,402 3,742,266

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた四半期末(期末)の普通株式の数
(千株) 

17,999 17,999 17,999

 

     ２ １株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年12月20日)

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日
至 平成19年３月20日)

四半期(当期)純利益(千円) 26,788 13,558 292,617

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(千円) 

26,788 13,558 292,617

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 17,999 17,999

 

 

(重要な後発事象) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６ 受注及び販売の状況 

当社グループ（当社および連結子会社）は、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単

一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、当第３四半期における実績を部門別に記載

しております。 

なお、当第３四半期より「１ 連結経営成績に関する定性的情報 (2) 事業別の状況」に記載のとおり、事業部門

の区分を変更しております。「受注実績」「受注残高」および「販売状況」の「前第３四半期」については、変更後

の事業部門の区分に組替えて記載しております。 

 

(1) 受注状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日)

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

比較増減 
部門 

受注実績 受注残高 受注実績 受注残高 受注実績 受注残高

ビジネスソリューション事業 5,585 2,105 4,562 1,636 △1,022 △469

組込ソリューション事業 3,802 2,214 3,644 2,487 △157 273

トータルソリューション事業 7,054 4,656 4,549 2,749 △2,504 △1,907

合 計 16,441 8,976 12,756 6,873 △3,685 △2,102

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

前第３四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年12月20日)

当第３四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 
構成比
(%) 

金 額 
構成比 
(%) 

金 額 
前年同期比

(%) 

ビジネスソリューション事業 4,373 33.8 4,183 35.8 △189 △4.3

組込ソリューション事業 3,747 29.0 3,006 25.7 △741 △19.8

トータルソリューション事業 4,806 37.2 4,509 38.5 △296 △6.2

合 計 12,927 100.0 11,700 100.0 △1,227 △9.5

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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【参考】 (要約)四半期財務諸表 

(1) (要約)四半期貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(平成18年12月20日現在) 

当第３四半期 

(平成19年12月20日現在)
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 182,843 203,035 20,191 251,556

２ 受取手形 249,138 144,996 △104,141 130,998

３ 売掛金 2,920,902 3,142,511 221,609 5,388,351

４ たな卸資産 3,596,727 2,636,970 △959,756 2,579,876

５ 繰延税金資産 248,192 297,370 49,178 226,755

６ その他 272,924 249,891 △23,032 119,548

  貸倒引当金 △664 △9,933 △9,269 △10,065

流動資産合計 7,470,064 79.5 6,664,842 75.0 △805,222 8,687,021 80.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 386,702 355,255 △31,447 378,204

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 20,779 19,985 △794 19,720

有形固定資産合計 800,559 768,317 △32,241 791,002

２ 無形固定資産 44,563 209,308 164,744 130,177

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 223,905 206,756 △17,148 212,151

(2) 繰延税金資産 542,011 495,398 △46,613 543,484

(3) その他 321,549 539,711 218,161 373,917

  貸倒引当金 △2,615 ― 2,615 △2,604

投資その他の資産 
合計 

1,084,850 1,241,866 157,015 1,126,948

固定資産合計 1,929,973 20.5 2,219,493 25.0 289,519 2,048,128 19.1

資産合計 9,400,038 100.0 8,884,335 100.0 △515,702 10,735,149 100.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(平成18年12月20日現在) 

当第３四半期 

(平成19年12月20日現在)
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 1,054,402 1,091,141 36,739 2,051,094

２ 短期借入金 1,830,000 1,370,000 △460,000 1,640,000

３ 未払金 738,449 633,645 △104,804 837,398

４ 未払費用 662,888 695,734 32,845 861,476

５ 未払法人税等 6,900 535 △6,365 102,427

６ 役員賞与引当金 7,825 ― △7,825 5,200

７ その他 259,122 230,823 △28,298 177,693

流動負債合計 4,559,588 48.5 4,021,880 45.3 △537,708 5,675,289 52.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 ― △100,000 ―

２ 退職給付引当金 1,352,905 1,517,114 164,209 1,394,302

３ 役員退職慰労引当金 55,900 27,800 △28,100 59,700

４ その他 11,144 8,400 △2,744 11,144

固定負債合計 1,519,950 16.2 1,553,314 17.5 33,364 1,465,147 13.6

負債合計 6,079,539 64.7 5,575,194 62.8 △504,344 7,140,436 66.5

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 664,000 ― 664,000

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 318,000 318,000 ― 318,000

資本剰余金合計 318,000 318,000 ― 318,000

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 70,790 70,790 ― 70,790

(2) その他利益剰余金   

別途積立金 2,225,055 2,225,055 ― 2,225,055

繰越利益剰余金 1,347 209 △1,138 282,566

利益剰余金合計 2,297,193 2,296,054 △1,138 2,578,411

４ 自己株式 △46 △46 ― △46

株主資本合計 3,279,146 34.9 3,278,008 36.9 △1,138 3,560,365 33.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

41,352 31,132 △10,220 34,347

評価・換算差額等 
合計 

41,352 0.4 31,132 0.3 △10,220 34,347 0.3

純資産合計 3,320,499 35.3 3,309,140 37.2 △11,358 3,594,712 33.5

負債純資産合計 9,400,038 100.0 8,884,335 100.0 △515,702 10,735,149 100.0
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(2) (要約)四半期損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第３四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年12月20日) 

当第３四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年12月20日)

対前年同期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成19年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 12,178,826 100.0 10,748,308 100.0 △1,430,518 △11.7 18,274,423 100.0

Ⅱ 売上原価 9,943,863 81.6 8,888,662 82.7 △1,055,200 △10.6 15,026,423 82.2

売上総利益 2,234,963 18.4 1,859,645 17.3 △375,318 △16.8 3,248,000 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,105,425 17.3 1,903,732 17.7 △201,692 △9.6 2,631,637 14.4

営業利益(△は損失) 129,538 1.1 △44,087 △0.4 △173,625 ― 616,362 3.4

Ⅳ 営業外収益 20,281 0.1 22,953 0.2 2,672 13.2 20,680 0.1

Ⅴ 営業外費用 22,551 0.2 20,218 0.2 △2,332 △10.3 30,982 0.2

経常利益(△は損失) 127,268 1.0 △41,352 △0.4 △168,620 ― 606,060 3.3

Ⅵ 特別利益 4,712 0.0 ― ― △4,712 ― 4,500 0.0

Ⅶ 特別損失 140,103 1.1 7,749 0.1 △132,354 △94.5 140,103 0.7

税引前四半期(当期) 
純利益(△は純損失) 

△8,123 △0.1 △49,102 △0.5 △40,978 ― 470,456 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

37,812 0.3 1,605 0.0 △36,207  170,499 1.0

法人税等追徴税額 ― ― ― ― ―  39,961 0.2

法人税等調整額 △27,108 △0.2 △20,349 △0.2 6,759  △2,395 △0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△18,827 △0.2 △30,358 △0.3 △11,530 ― 262,390 1.4
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