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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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 9,293 (△26.1) △49 (－) △49 (－) △163 (－)

19年３月期第３四半期 12,583 (30.8) △551 (－) △619 (－) △715 (－)

19年３月期 17,278 － △638 － △691 － △960 －

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 △17 75 － －

19年３月期第３四半期 △77 73 － －

19年３月期 △104 30 － －

(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 7,714 4,747 60.8 508 74

19年３月期第３四半期 9,809 5,474 52.6 560 60

19年３月期 8,571 4,939 56.9 529 94

(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 429 632 △305 2,502

19年３月期第３四半期 715 △502 2 2,404

19年３月期 1,066 △1,369 △141 1,744
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２．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 14,000 △19.0 410 － 400 － 250 － 27 15

３．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）　：　有

新規 1 社 （株式会社パワーウィングス） 除外 ２ 社 （株式会社ネットジーン）

     （株式会社クレオリンク）

(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、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。

（参考情報）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４月１日　～　平成19年12月31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
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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 6,930 － △193 － △139 － △196 － △21 35 － －

19年３月期第３四半期 － － － － － － － － － － － －

19年３月期 10,502  △823  △794  △1,054  △114 54 － －

当該四半期より個別財務諸表を開示しているため、前年同四半期および対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(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 6,884 4,466 64.9 489 36

19年３月期第３四半期 － － － － －

19年３月期 7,604 4,688 61.7 509 35

当該四半期より個別財務諸表を開示しているため、前年同四半期は記載しておりません。

２.平成20年３月期の個別業績予想（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 11,000 4.7 260 － 250 － 200 － 21 70

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、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、予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善が続く

など、景気全般は依然として緩やかな回復基調で推移いたしましたが、原油価格の高騰、急激な円高、米国におけるサ

ブプライムローン問題による金融市場の不安など景気の先行き不透明感が増しております。

　また、当ＩＴ業界においては、企業収益の改善を背景にＩＴ関連投資が広範囲な分野で回復の兆しを見せているもの

の、競合他社との競争激化、採用難に伴う人員不足、ＩＴ投資に対するコスト意識の高まりから依然厳しい状況であり

ます。

　このような状況の下、前期末より中央システム㈱が連結除外となったことによる売上および利益の減少はあるものの、

ZeeM事業を中心に新規顧客の開拓等積極的な受注活動に努めるとともに、はがき・住所録ソフト「筆まめ」の販売状況

に見合った出荷に努めてまいりました。

  以上の結果、売上高は92億93百万円（前期同期比26.1％減）、営業損失は49百万円（前期同期は営業損失5億51百万円）、

経常損失は49百万円（前期同期は経常損失6億19百万円）、四半期純損失が1億63百万円（前期同期は四半期純損失7億15

百万円）となりました。

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。なお、当四半期から、事業再編によりセグメントの変更を行ってお

ります。前年同期実績を変更後のセグメントに組み替えたうえで算出しております。

　セグメント状況は以下のとおりです。

【システム開発事業】

当事業におきましては、前期末より中央システム㈱が連結除外となったことと、当期発生した不採算プロジェクトの影

響により売上、利益ともに大幅に減少しております。その結果、売上高は35億39百万円（前期同期比56.8％減）、営業

利益4億76百万円（前期同期比32.0％減）となりました。　

【ZeeM事業】

当事業におきましては、営業力の強化および製品ラインナップや周辺ソリューションメニューの拡充により、売上高は

16億4百万円（前期同期比36.3％増）、営業損失2億81百万円（前期同期は営業損失10億21百万円）となりました。

【コンシューマサービス事業】

当事業におきましては、「筆まめ」を中心に厳しい市場環境のなか最新の販売動向に見合った出荷に努め、またこれま

でのパッケージビジネスに加えオンラインビジネスへの積極的な参入を行ったことにより、売上高は15億33百万円（前

期同期比0.5％増）、オンラインビジネスの構築費用増により営業利益は、3億66百万円（前期同期比10.5％減）となり

ました。

【サポート＆サービス事業】

当事業におきましては、既存顧客からの受注増加と、ダイレクトサービス部門の売上が順調に推移したことにより、売

上高は24億50百万円（前期同期比13.3％増）、営業利益1億74百万円（前期同期比17.5％増）となりました。

 【モバイル事業】

当四半期より新規セグメントとして追加しております。売上高は3億55百万円、営業損失64百万円となりました。

【その他の事業】

当事業につきましては、連結子会社である㈱サイオの「速販」関連の開発受注の増加と当期より㈱パワーウィングスが

連結子会社になったことにより、売上高は1億51百万円（前期同期は売上高20百万円）、営業損失19百万円（前期同期は

営業損失29百万円）となりました。

  また、当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目等については、従来、千円単位で記載しておりましたが、

当期より百万円単位をもって記載することといたしました。なお、比較を容易にするため、前四半期、前事業年度につ

いても、百万円単位に組替え表示しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第３四半期における総資産は、77億14百万円となり、前連結会計年度末と比較して20億94百万円の減少となりました。

負債は29億67百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億67百万円の減少となりました。また純資産は47億47百万

円となり、前連結会計年度末と比較して7億26百万円の減少となりました。

（キャッシュフローの状況）

現金及び現金同等物の残高は25億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億57百万円の増加となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は4億29百万円の収入になりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額6億

12百万円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額2億57百万円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6億32百万円の収入になりました。主なプラス要因は、子会社株式売却による

収入12億7百万円等であり、主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出3億47百万円、定期預金の預入による

支出1億15百万円等であります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は3億5百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出

2億3百万円等であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成20年３月期の連結業績につきましては、本資料公開時点では前回公表（平成19年４月27日）の業績予想からの変更

はありません。

　しかしながら、リスクや不確実性を含んでおり、そのため様々な要因の変更により、大きく異なる結果になる可能性

があります。第４四半期においては、以下のような事業上のリスクがあります。

　①システム開発事業については、原則として請負契約を締結しています。当該契約の受注時に採算性が見込まれるプ

ロジェクトであっても、新技術仕様での開発であるものや開発進行途中で想定外の仕様変更が発生し、作業工数が当初

の見積り以上に増加することなどにより、最終的に案件が不採算化する可能性があります。こうした赤字プロジェクト

の発生を抑制するため、一定規模以上の案件に関してプロジェクト監査を実施し、受注時の見積りやリスク要因のレビュー、

見積り精度の向上、開発技術方法の整備により対応しております。また、事業の性質上３月に顧客検収が集中しており、

検収の進捗によっては売上計上時期が次期にずれ込む可能性があります。

　②「CBMS ZeeM」は、法人向けの人事・会計システム製品のため、商談期間として数ヶ月を要し、売上高が期末月に集

中する傾向があります。商談の進捗状況によっては、納期の延伸等により売上計上時期が次期以降にずれ込む可能性が

あります。また、製品品質の管理については当期より専任部署を設けて新出荷のバージョンに関する徹底したチェック

を行っておりますが、予想を超える事態により品質精度の問題が発生した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

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）

  ①株式会社ネットジーンは平成19年５月10日付で当社に吸収合併し連結除外となりました。

　②平成19年５月11日付で100％の株式を取得した株式会社パワーウィングスは、みなし取得日を平成19年４月1日と　

　　し、当四半期より連結子会社に含めております。

　③株式会社クレオリンクは平成19年12月11日付で清算結了したため連結除外となりました。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

   法人税等は簡便法によって計上しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

これまでインターネット会議システム「FACE ConferenceTM」の販売、プリント・ソリューションの 開発・販売は、 その

他の事業に含めておりましたが、当社グループの事業構成並びに事業戦略上において、従来のＣＢＭＳ事業に含め　ZeeM

事業としてセグメントの区分変更を行っております。

　この変更により、その他の事業は売上高124百万円が減少し、営業損失15百万円が増加しております。また、ZeeM事業は

売上高124百万円が増加し、営業損失15百万円が減少しております。　　　　　　
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期
(平成19年３月期)

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産 7,035 5,585 △1,449 △20.6 6,351

現金及び預金 2,404 2,609 1,744

受取手形及び売掛金 2,949 2,110 2,720

たな卸資産 1,066 640 382

その他 616 226 1,504

貸倒引当金 △1 △0 △1

Ⅱ　固定資産 2,774 2,129 △644 △23.3 2,219

有形固定資産 221 236 208

無形固定資産 1,248 1,019 1,154

ソフトウェア 1,047 640 723

連結調整勘定 179 － －

のれん － 361 413

その他 21 16 16

投資その他の資産 1,304 873 856

投資有価証券 310 159 177

繰延税金資産 165 4 4

その他 1,034 850 798

貸倒引当金 △206 △140 △124

資産合計 9,809 7,714 △2,094 △21.4 8,571

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 3,303 2,298 △1,005 △30.4 2,743

買掛金 953 556 703

短期借入金 250 － 155

１年内返済予定長期借入金 112 72 －

１年内償還社債 150 150 150

未払法人税等 68 57 62

賞与引当金 320 277 478

役員賞与引当金 － 8 15

返品調整引当金 248 236 114

その他 1,200 939 1,064

Ⅱ　固定負債 1,030 668 △362 △35.1 889

社債 625 475 550

長期借入金 102 24 144

退職給付引当金 102 72 65

役員退職慰労引当金 91 22 16

繰延税金負債 － 1 4

その他 109 73 108

負債合計 4,334 2,967 △1,367 △31.6 3,632
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期
(平成19年３月期)

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本

 資本金 3,149 3,149 － － 3,149

 資本剰余金 3,761 3,759 △2 △0.1 3,761

 利益剰余金 △1,629 △2,064 △434 － △1,900

 自己株式 △138 △157 △19 － △138

株主資本合計 5,142 4,686 △456 △8.9 4,871

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18 1 △16 △89.4 6

評価・換算差額等合計 18 1 △16 △89.4 6

Ⅲ　少数株主持分 313 58 △254 △81.2 61

純資産合計 5,474 4,747 △726 △13.3 4,939

負債純資産合計 9,809 7,714 △2,094 △21.4 8,571
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
(平成19年３月期)

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 12,583 9,293 △3,289 △26.1 17,278

Ⅱ　売上原価 10,605 6,883 △3,722 △35.1 14,463

売上総利益 1,977 2,410 432 21.9 2,814

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,529 2,460 △69 △2.7 3,453

営業損失 551 49 502 － 638

Ⅳ　営業外収益 11 16 5 50.5 41

受取利息及び配当金 3 2 6

その他 7 14 34

Ⅴ　営業外費用 79 16 △62 △79.0 93

支払利息 11 9 16

事務取扱手数料 3 2 4

持分法による投資損失 62 － 72

その他 1 4 1

経常損失 619 49 570 － 691

Ⅵ　特別利益 60 － △60 － 738

固定資産売却益 12 － 12

貸倒引当金戻入益 8 － 27

前期損益修正益 4 － 8

持分変動利益 6 － 6

その他 28 － 683

Ⅶ　特別損失 32 27 △4 △15.1 543

固定資産処分損 16 6 20

投資有価証券評価損 － 2 －

移転費用 13 3 －

その他 2 15 522

税金等調整前四半期
（当期）純損失

591 77 514 － 496

税金費用 103 88 △14 △14.2 496

少数株主利益 21 △1 △23 － △33

四半期（当期）純損失 715 163 552 － 960
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

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31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △908 △136 5,865

第３四半期連結会計期間中の変動

額

役員賞与（百万円） － － △5 － △5

四半期純損失（百万円） － － △715 － △715

自己株式の取得（百万円） － － － △1 △1

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（百万円）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（百万円）
－ － △721 △1 △722

平成18年12月31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △1,629 △138 5,142

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
25 25 208 6,098

第３四半期連結会計期間中の変動

額

役員賞与（百万円） － － － △5

四半期純損失（百万円） － － － △715

自己株式の取得（百万円） － － － △1

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（百万円）

△7 △7 105 98

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（百万円）
△7 △7 105 △624

平成18年12月31日　残高

（百万円）
18 18 313 5,474
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当四半期（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

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31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △1,900 △138 4,871

第３四半期連結会計期間中の変動

額

四半期純損失（百万円） － － △163 － △163

自己株式の取得（百万円） － － － △26 △26

自己株式の処分（百万円） － △2 － 7 5

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（百万円）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（百万円）
－ △2 △163 △18 △184

平成19年12月31日　残高

（百万円）
3,149 3,759 △2,064 △157 4,686

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
6 6 61 4,939

第３四半期連結会計期間中の変動

額

四半期純損失（百万円） － － － △163

自己株式の取得（百万円） － － － △26

自己株式の処分（百万円） － － － 5

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（百万円）

△4 △4 △2 △6

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（百万円）
△4 △4 △2 △191

平成19年12月31日　残高

（百万円）
1 1 58 4,747
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（参考）前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △908 △136 5,865

連結会計年度中の変動額

役員賞与（百万円） － － △5 － △5

当期純損失（百万円） － － △960 － △960

連結子会社増加に伴う減少高

（百万円）
－ － △26 － △26

自己株式の取得（百万円） － － － △1 △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － △991 △1 △993

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △1,900 △138 4,871

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
25 25 208 6,098

連結会計年度中の変動額

役員賞与（百万円） － － － △5

当期純損失（百万円） － － － △960

連結子会社増加に伴う減少高

（百万円）
－ － － △26

自己株式の取得（百万円） － － － △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△18 △18 △146 △165

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△18 △18 △146 △1,159

平成19年３月31日　残高

（百万円）
6 6 61 4,939
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期
平成19年３月期

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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）純損失 △591 △77 △496

減価償却費 926 461 919

のれん償却額 60 64 86

貸倒引当金の増減額（減少：△） △9 16 △16

賞与引当金の増減額（減少：△） △304 △201 57

役員賞与引当金の増減額（減少：△） － △6 29

返品調整引当金の増減額（減少：△） 195 122 61

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △103 6 16

退職給付引当金の増減額（減少：△） 5 6 △9

受取利息及び受取配当金 △3 △2 △6

支払利息 11 9 16

持分法による投資損益（益：△） 62 － 72

有形固定資産除売却損 16 6 20

無形固定資産除売却損 0 － －

有形固定資産売却益 △12 － △12

投資有価証券評価損 － 2 －

売上債権の増減額（増加：△） 761 612 373

たな卸資産の増減額（増加：△） △94 △257 565

仕入債務の増減額（減少：△） △150 △147 △169

未払金の増減額（減少：△） 122 △78 145

持分変動利益 △6 － －

その他 10 △13 △382

役員賞与の支払額 △10 － △10

小計 886 524 1,263

利息及び配当金の受取額 3 2 6

利息の支払額 △11 △9 △17

法人税等の支出額 △162 △87 △185

営業活動によるキャッシュ・フロー 715 429 1,066

㈱クレオ(9698) 平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 11 －



前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期
平成19年３月期

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △73 △72 △79

無形固定資産の取得による支出 △384 △347 △399

投資有価証券の取得による支出 △1 △0 △1

関係会社株式の取得による支出 △36 － －

定期預金の預入による支出 － △115 －

定期預金の払戻による収入 － 8 －

有形固定資産の売却による収入 49 － 49

投資有価証券の売却による収入 40 7 105

貸付金の実行による支出 △111 － △112

貸付金の回収による収入 1 － 1

差入保証金の差入による支出 － △60 －

差入保証金償還による収入 11 6 11

保険積立金解約による収入 5 2 5

子会社株式の売却による収入 － 1,207 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

△1 △8 △72

その他 △0 4 △877

投資活動によるキャッシュ・フロー △502 632 △1,369

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 150 － 150

短期借入金の返済による支出 △117 － △60

長期借入による収入 50 － 50

長期借入金の返済による支出 － △203 △124

社債の償還による支出 △75 △75 △150

配当金の支払額 △0 △0 △0

少数株主への配当の支払額 △4 － △4

自己株式の取得による支出 △1 △26 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2 △305 △141

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）

215 757 △443

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,121 1,744 2,121

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

67 － 67

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,404 2,502 1,744
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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（平成19年３月期第３四半期）

システム開
発事業
（百万円）

ZeeM事業
（百万円）

コンシュー
マサービス
事業
（百万円）

サポート＆
サービス事
業
（百万円）

モバイル事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 8,191 1,177 1,525 2,163 － 20 13,078 △494 12,583

営業費用 7,491 2,198 1,115 2,014 － 50 12,871 262 13,134

営業利益 699 △1,021 409 148 － △29 206 △757 △551

(注)前年同四半期のセグメント情報は、当四半期において用いた事業区分の方法により区分しております。

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

システム開
発事業
（百万円）

ZeeM事業
（百万円）

コンシュー
マサービス
事業
（百万円）

サポート＆
サービス事
業
（百万円）

モバイル事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 3,539 1,604 1,533 2,450 355 151 9,634 △340 9,293

営業費用 3,063 1,885 1,166 2,276 419 170 8,981 361 9,343

営業利益 476 △281 366 174 △64 △19 652 △702 △49

前連結会計年度（平成19年３月期）

システム開
発事業
（百万円）

ZeeM事業
（百万円）

コンシュー
マサービス
事業
（百万円）

サポート＆
サービス事
業
（百万円）

モバイル事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 11,670 1,830 1,507 2,940 － 62 18,011 △733 17,278

営業費用 10,541 2,873 1,328 2,780 － 154 17,678 238 17,917

営業利益 1,128 △1,043 179 160 － △91 332 △971 △638

(注)前連結会計年度のセグメント情報は、当四半期において用いた事業区分の方法により区分しております。
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６．四半期個別財務諸表

(1)（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（百万円） 金額（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産 4,601 5,169

現金及び預金 2,054 1,014

受取手形及び売掛金 1,772 2,373

たな卸資産 619 344

その他 155 1,438

貸倒引当金 △0 △1

Ⅱ　固定資産 2,282 2,435

有形固定資産 191 141

無形固定資産 759 661

ソフトウェア 599 650

のれん 148 －

その他 11 11

投資その他の資産 1,331 1,632

投資有価証券 158 176

関係会社株式 539 732

その他 773 846

貸倒引当金 △139 △123

資産合計 6,884 7,604

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 1,796 2,137

買掛金 371 521

1年内返済長期借入金 59 100

１年内償還社債 150 150

未払金 380 505

未払法人税等 8 18

賞与引当金 192 345

返品調整引当金 236 114

その他 396 381

Ⅱ　固定負債 621 778

長期借入金 － 50

社債 475 550

退職給付引当金 72 65

長期未払金 73 108

繰延税金負債 1 4

負債合計 2,417 2,915
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科目

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（百万円） 金額（百万円）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本

 資本金 3,149 3,149

 資本剰余金 3,759 3,761

 利益剰余金 △2,286 △2,090

 自己株式 △157 △138

株主資本合計 4,464 4,682

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 6

評価・換算差額等合計 1 6

純資産合計 4,466 4,688

負債純資産合計 6,884 7,604
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(2)（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　売上高 6,930 10,502

Ⅱ　売上原価 5,105 8,928

売上総利益 1,824 1,574

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,018 2,397

営業損失 193 823

Ⅳ　営業外収益 67 44

受取利息及び配当金 58 9

その他 9 34

Ⅴ　営業外費用 12 14

支払利息 1 3

社債利息 4 7

事務取扱手数料 2 4

その他 4 0

経常損失 139 794

Ⅵ　特別利益 － 700

その他 － 700

Ⅶ　特別損失 57 616

固定資産処分損 6 3

投資有価証券評価損 2 －

抱合せ株式消滅差損 29 －

移転費用 3 －

その他 15 612

税引前四半期（当期）
純損失

196 710

税金費用 － 344

四半期（当期）純損失 196 1,054
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(3)（要約）四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

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31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △2,090 △138 4,682

第３四半期中の変動額

四半期純損失（百万円） － － △196 － △196

自己株式の取得（百万円） － － － △26 △26

自己株式の処分（百万円） － △2 － 7 5

株主資本以外の項目の第３四半

期中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
－ △2 △196 △18 △217

平成19年12月31日　残高

（百万円）
3,149 3,759 △2,286 △157 4,464

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
6 6 4,688

第３四半期中の変動額

四半期純損失（百万円） － － △196

自己株式の取得（百万円） － － △26

自己株式の処分（百万円） － － 5

株主資本以外の項目の第３四半

期中の変動額（純額）

（百万円）

△4 △4 △4

第３四半期中の変動額合計

（百万円）
△4 △4 △222

平成19年12月31日　残高

（百万円）
1 1 4,466
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前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △1,035 △136 5,738

事業年度中の変動額

当期純損失（百万円） － － △1,054 － △1,054

自己株式の取得（百万円） － － － △1 △1

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）（百万円）
－ － － － －

事業年度中の変動額合計（百万

円）
－ － △1,054 △1 △1,056

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,149 3,761 △2,090 △138 4,682

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
25 25 5,764

事業年度中の変動額

当期純損失（百万円） － － △1,054

自己株式の取得（百万円） － － △1

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）（百万円）
△18 △18 △18

事業年度中の変動額合計（百万

円）
△18 △18 △1,075

平成19年３月31　残高

（百万円）
6 6 4,688
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