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      (財)財務会計基準機構会員  

  
 

 

平成20年３月期  第３四半期財務・業績の概況 

 

平成20年２月８日 

上 場 会 社 名        株式会社ビーエスピー              上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ３８００                          ＵＲＬ  (http://www.bsp.jp/) 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 竹藤 浩樹 

問合せ先責任者 （役職名）代表取締役専務 山口 謙二      ＴＥＬ (03) 5463－6381  

 

（百万円未満切捨） 

１. 平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況（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 3,075 (  8.8) 452 (△43.3) 498 (△40.1) 246 (△41.0)

19年３月期第３四半期 2,827 (△4.7) 796 (△10.1) 831 ( △9.3) 418 (△22.2)

（参考）19年３月期 3,967 1,076 1,119  569 

 

 
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 58 03 － － 

19年３月期第３四半期 98 40 － － 

（参考）19年３月期 133 93 － － 

 
 (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 6,671 5,866 87.9 1,380 42

19年３月期第３四半期 6,422 5,752 89.6 1,353 47

（参考）19年３月期 6,916 5,899 85.3 1,388 28

 

 
 （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 313 △296 △238 2,914 

19年３月期第３四半期 364 △790 △353 2,824 

（参考）19年３月期 765 △877 △353 3,138 

 
２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 
 円 銭

20年３月期第３四半期 － －

19年３月期第３四半期 － －
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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）  
          （％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 4,400 (10.9) 620 (△42.4) 666 (△40.5) 662 (16.3) 155 76 

 
 
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) 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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

 

（参考１） 四半期個別業績の概況 (平成19年４月１日～平成19年12月31日)  
  （％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 2,688 ( 4.2) 506 (△46.1) 566 (△43.2) 311 (△45.8)

19年３月期第３四半期 2,580 ( 1.6) 939 ( 4.6) 997 ( 7.4) 575 ( 5.5)

（参考）19年３月期 3,543 1,217 1,287  747 

 

 
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 73 38 － － 

19年３月期第３四半期 135 38 － － 

（参考）19年３月期 175 89 － － 

 
 

（参考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） 
（％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 3,555 (0.3) 619 (△49.2) 685 (△46.8) 742 (△0.1) 174 58 

 

 

（注）平成20年3月期の業績予想については、連結および個別の当期純利益の予想を修正しています。

詳細は本日（平成20年2月8日）公表の適時開示資料「平成20年3月期通期（連結・個別）業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定、 

および確信に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、事業運営における状況変化、あるいは

見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数

値と大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出

来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 
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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３四半期（平成19年4月1日から平成19年12月31日まで）の国内経済は、原油や素材価格の

高騰、米国経済の先行き不透明感などの不安定要因があるものの、好調な企業業績を背景に設備

投資が増加し、企業の情報関連投資も拡大基調で推移しました。 

情報サービス産業においてはITによる内部統制対応に係るニーズが増加し、業務効率化や生産

性向上へ向けた投資も引き続き好調を維持、ITシステム運用分野においてもアウトソーシングの

利用拡大を背景にデータセンターサービスを始め需要の増加傾向が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは増大する顧客ニーズを着実に取り込むべく、上期に引

き続いて、前年度に設立した株式会社ビーエスピー・プリズムを含めたグループ3社における営業

連携の一層の強化、パートナー事業強化による販売チャネルの拡充等によって売上拡大に取り組

みました。 

また、次年度以降の持続的な成長へ向けた戦略的な重点投資も上期に引き続いて実施しました。

特に、得意分野であるITシステムマネジメント領域に加え、ITシステム運用の世界標準である

ITIL（注）で注目されている新たな「ITサービスマネジメント」領域への進出を牽引する新製品

「LMIS」（エルミス）の開発、ジョブ管理ツール「A-AUTO」（エーオート）始め主力製品群の機

能強化に注力しました。さらに、ブランド力の一段の向上へ向けたマーケティング、リーダー層

を中心とした人材の育成・強化にも取り組みました。これらにより、当第３四半期における開発

費を含む販売管理費については24億85百万円（前年同期比35.4％増）となりましたが、ほぼ計画

通りに推移しています。 

 

以上の結果、当第３四半期の連結業績は売上高30億75百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益

4億52百万円（同43.3％減）、経常利益4億98百万円（同40.1％減）、四半期純利益2億46百万円

（同41.0％減）となりました。また1株当たり四半期純利益は58円3銭（前年同期98円40銭）とな

りました。 

なお、当社の売上高および利益は第１四半期および第４四半期に偏重する傾向があります。 

 

（注）ITIL：ITインフラストラクチャ・ライブラリ  

  ITサービス・マネジメントに関する業務プロセスや手法を体系的に標準化したフレームワーク。

1988年に英OGC（Office of Government Commerce）によって策定された。 

 

＜プロダクト事業＞ 

当第３四半期のプロダクト事業売上は、上期からの好調を持続し28億98百万円（前年同期比

11.4％増）となり、連結売上高構成比は94.2％（前第３四半期92.0％）となりました。 

 

メインフレーム系プロダクトについては、既存顧客における追加および継続案件が引き続き増

えたこと等によって、前年同期比で売上が増加しました。 

オープン系プロダクトは厳しい競争環境が続いているものの、帳票管理系において主力製品

「BSP-RM」（ビーエスピーアールエム）が伸長、子会社である株式会社ビーエスピー・プリズム

の新製品「SmartReportingSolution」(スマート・レポーティング・ソリューション)」による新

規案件の売上寄与も加わり前年同期比で大幅に増加しました。 
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また、新たなパートナー企業の増加とともに新規案件も着実に立ち上がってきております。 

海外事業においては、平成20年1月より中国・上海における新たな連結子会社「備実必（上海）

軟件科技有限公司」（略称、BSP上海）が営業を開始しました。 

なお、安定的なストック収入であるサポート業務による保守サービス売上も堅調に推移しまし

た。 

 

＜ソリューション事業＞ 

当第３四半期のソリューション事業の売上高は1億77百万円（前年同期比21.1％減）となり、連

結売上高構成比は5.8％（前第３四半期8.0％）となりました。 

 

ソリューション事業は、運用ノウハウや運用現場での実績等を活かしたコンサルティング・サ

ービスを中心に積極的な営業活動に努めましたが、上期からの厳しい受注競争が続いたことに加

え、開発案件については顧客のコンプライアンス強化による受注から検収までのリードタイム長

期化等も影響し、上期での売上の落ち込みを完全に挽回するまでには至りませんでした。 

しかしながら、独自のコンサルティング・サービスに対する評価の高まりとともに、新規案件

の受注が増加しつつあり、ITILファンデーション資格試験講座を始めとするITIL関連および運用

改善、人材育成についての新規コンサルティング案件を中心に当第３四半期末の受注残高は前年

度の34百万円から79百万円へ約130％の大幅増となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は66億71百万円（前年同期比3.9％増）となり、その内訳は流動 

資産が39億68百万円（前年同期比4.1％増）、固定資産が27億3百万円（前年同期比3.6％増）と

なりました。また、純資産は58億66百万円（前年同期比2.0％増）で自己資本比率は87.9％となり

ました。 

 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は3億13百万円（前年同期比14.0％減）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益4億98百万円（前年同期比40.0％減）、売掛債権の減少額1億66百万円

（前年同期比34.5％減）および減価償却費1億50百万円（前年同期比118.3％増）等の資金増加要

因があったものの、法人税等の支払額5億89百万円（前年同期比6.8％減）の資金減少があったこ

と等によるものです。 

  投資活動の結果使用した資金は2億96百万円（前年同期比62.5％減）となりました。支出の

主な内容はソフトウエア開発投資等の無形固定資産の取得による支出2億39百万円（前年同期比

60.9％減）であります。 

 財務活動の結果使用した資金は2億38百万円（前年同期比32.6％減）となりました。支出の内

容は、配当金の支払2億37百万円（前年同期比32.5％減）であります。 

  

これらの結果、当第３四半期における現金及び現金同等物の期末残高は29億14百万円（前年同

期比3.2％増）となりました。 



か株式会社ビーエスピー（3800）平成20年3月期第３四半期財務・業績の概況 

―  ― 5

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 企業収益の堅調な推移を背景に、情報サービス産業においては引き続き需要の拡大が継続す

るものと思われます。 

当年度における当社グループの連結業績はほぼ順調に推移しており、売上高、営業利益および

経常利益については、連結、個別ともに平成19年5月10日公表の前回予想から変更はありません。

当期純利益に関しては、米国の連結子会社であるBSP International Corporation（以下、BSPイ

ンターナショナル）の清算決議による税金費用の大幅な減少等によって、下記のとおり修正しま

す。 

配当予想（期末配当金28円00銭、年間配当金56円00銭）については前回予想から変更はありま

せん。 

 

なお、BSPインターナショナルの清算、通期業績予想の修正の詳細については、本日（平成20年

2月8日）公表の適時開示資料「子会社の清算に関するお知らせ」および「平成20年3月期通期（連

結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

＜平成20年３月期（通期）業績予想の修正＞ 

【連結】                                   （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 4,400 620 666 374

今回修正予想（B） 4,400 620 666 662

増減額（B－A） 0 0 0 288

増減率 （ ％ ） 0 0 0 77.0

（ご参考） 

平成19年3月期実績 3,967 1,076 1,119 569

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【個別】                                   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 3,555 619 685 397

今回修正予想（B） 3,555 619 685 742

増減額（B－A） 0 0 0 345

増減率 （ ％ ） 0 0 0 86.9

（ご参考） 

平成19年3月期実績 3,543 1,217 1,287 747

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算し、その他影響

額の僅少なものについては一部簡便的な方法を用いて計算しております。 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

①重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく定率法により、減価償却費を計上しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

②重要な引当金の計上基準 

保守サービス引当金 

将来の保守サービスに係る費用の発生に備えるため、当連結会計期間に負担すべき支出見

込額を計上しております。 

保守サービスに係る費用につきましては、従来発生時に処理しておりましたが、保守サー

ビス等に係る実際の作業実績等を把握する体制を整備し、実績等の把握が可能となったこと

から、期間損益の適正化を図るために、当連結会計年度より、当連結会計年度に帰属する費

用を見積り、保守サービス引当金に計上しております。 

これにより従来の方法に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、1億

37百万円減少しております。 
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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、％） 

前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

増  減 
（参 考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 1. 現金及び預金 2,028,757 2,120,118 91,360  2,342,463

 2. 受取手形及び売掛金 604,327 568,990 △35,336  736,075

 3. 有価証券 999,243 998,590 △653  999,647

 4. たな卸資産 6,295 16,508 10,212  4,026

 5. 繰延税金資産 94,487 194,337 99,849  113,436

 6  その他 79,412 69,477 △9,934  79,159

   流動資産合計 3,812,523 59.4 3,968,022 59.5 155,498 4.1 4,274,809 61.8

Ⅱ 固定資産   

 1. 有形固定資産   

  (1) 建物 65,891 61,426 △4,464  62,712

  (2) 工具器具及び備品 26,949 32,139 5,189  27,611

   有形固定資産合計 92,840 1.4 93,565 1.4 725 0.8 90,324 1.3

 2. 無形固定資産   

(1) ソフトウェア 403,747 538,222 134,474  436,120

     (2) のれん 146,945 116,573 △30,371  139,352

  (3) その他 2,098 2,558 460  2,030

   無形固定資産合計 552,791 8.6 657,354 9.8 104,563 18.9 577,503 8.4

 3. 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 770,160 714,288 △55,872  769,200

  (2) 差入保証金 115,868 169,041 53,173  133,286

  (3) 繰延税金資産 108,112 98,958 △9,153  101,417

  (4) 長期性預金 930,000 930,000 －  930,000

  (5) その他 39,967 39,888 △79  40,341

   投資その他の資産合計 1,964,109 30.6 1,952,177 29.3 △11,931 △0.6 1,974,245 28.5

   固定資産合計 2,609,741 40.6 2,703,098 40.5 93,356 3.6 2,642,073 38.2

   資産合計 6,422,265 100.0 6,671,120 100.0 248,855 3.9 6,916,882 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

増  減 
（参 考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1. 買掛金 42,533 72,914 30,380  73,954

 2. 未払法人税等 155,234 33,226 △122,008  305,968

 3. 賞与引当金 24,720 27,980 3,260  45,300

 4. 役員賞与引当金 33,186 25,650 △7,536  35,400

 5. 保守サービス引当金 － 137,600 137,600  －

 6. その他 327,853 420,614 92,760  469,638

   流動負債合計 583,528 9.1 717,984 10.8 134,456 23.0 930,261 13.5

Ⅱ 固定負債   

 1. 長期未払金 86,638 86,638 －  86,638

   固定負債合計 86,638 1.3 86,638 1.3 － － 86,638 1.2

   負債合計 670,166 10.4 804,623 12.1 134,456 20.1 1,016,899 14.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

1 資本金 1,330,000 20.7 1,330,000 19.9 － － 1,330,000 19.2

2 資本剰余金 1,450,500 22.6 1,450,500 21.8 － － 1,450,500 21.0

3 利益剰余金 2,976,839 46.3 3,136,479 47.0 159,639 5.4 3,127,843 45.2

4 自己株式 △357 △0.0 △520 △0.0 △163 45.9 △461 △0.0

株主資本合計 5,756,982 89.6 5,916,458 88.7 159,476 2.8 5,907,881 85.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

1 その他有価証券評価差額金 19,399 0.3 △23,164 △0.4 △42,563 － 18,829 0.3

2 為替換算調整勘定 △24,282 △0.3 △26,797 △0.4 △2,514 10.4 △26,728 △0.4

評価・換算差額等合計 △4,883 △0.0 △49,961 △0.8 △45,077 923.0 △7,898 △0.1

  純資産合計 5,752,099 89.6 5,866,497 87.9 114,398 2.0 5,899,983 85.3

  負債及び純資産合計 6,422,265 100.0 6,671,120 100.0 248,855 3.9 6,916,882 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(２) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

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） 科  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高 2,827,329 100.0 3,075,936 100.0 248,607 8.8 3,967,237 100.0

Ⅱ 売上原価 195,245 6.9 138,015 4.5 △57,230 △29.3 265,913 6.7

   売上総利益 2,632,083 93.1 2,937,921 95.5 305,837 11.6 3,701,324 93.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,835,445 64.9 2,485,872 80.8 650,426 35.4 2,624,856 66.2

   営業利益 796,638 28.2 452,048 14.7 △344,589 △43.3 1,076,468 27.1

Ⅳ 営業外収益 37,750 1.3 49,119 1.6 11,369 30.1 45,023 1.1

Ⅴ 営業外費用 2,457 0.1 2,458 0.1 0 0.0 2,395 0.0

   経常利益 831,930 29.4 498,709 16.2 △333,221 △40.1 1,119,096 28.2

Ⅵ 特別損失 1,161 0.0 452 0.0 △708 △61.0 1,606 0.0

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益 

830,768 29.4 498,256 16.2 △332,512 △40.0 1,117,490 28.2

   税金費用 412,563 14.6 251,628 8.2 △160,934 △39.0 548,281 13.8

   四半期(当期)純利益 418,205 14.8 246,628 8.0 △171,577 △41.0 569,209 14.4

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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（千円） 1,330,000 1,450,500 2,911,381 － 5,691,881

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － △352,747 － △352,747

四半期純利益 － － 418,205 － 418,205

自己株式の取得 － － － △357 △357

当四半期の変動額合計（千円） － － 65,458 △357 65,101

平成18年12月31日残高（千円） 1,330,000 1,450,500 2,976,839 △357 5,756,982

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 27,927 △26,664 1,263 5,693,144 

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － － △352,747 

四半期純利益 － － － 418,205 

自己株式の取得 － － － △357 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額（純額） 
△8,528 2,381 △6,146 △6,146 

当四半期の変動額合計（千円） △8,528 2,381 △6,146 58,954 

平成18年12月31日残高（千円） 19,399 △24,282 △4,883 5,752,099 

 

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（千円） 1,330,000 1,450,500 3,127,843 △461 5,907,881

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － △237,991 － △237,991

四半期純利益 － － 246,628 － 246,628

自己株式の取得 － － － △59 △59

当四半期の変動額合計（千円） － － 8,636 △59 8,577

平成19年12月31日残高（千円） 1,330,000 1,450,500 3,136,479 △520 5,916,458

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高（千円） 18,829 △26,728 △7,898 5,899,983 

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － － △237,991 

四半期純利益 － － － 246,628 

自己株式の取得 － － － △59 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額（純額） 
△41,993 △69 △42,063 △42,063 

当四半期の変動額合計（千円） △41,993 △69 △42,063 △33,485 

平成19年12月31日残高（千円） △23,164 △26,797 △49,961 5,866,497 
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（参考）前期（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（千円） 1,330,000 1,450,500 2,911,381 － 5,691,881

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注１） － － △233,750 － △233,750

剰余金の配当 △118,997  △118,997

当期純利益 － － 569,209 － 569,209

自己株式の取得 － － － △461 △461

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 216.461 △461 216,000

平成19年３月31日残高（千円） 1,330,000 1,450,500 3,127,843 △461 5,907,881

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 27,927 △26,664 1,263 5,693,144 

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注１） － － － △233,750 

剰余金の配当 － － － △118,997 

当期純利益 － － － 569,209 

自己株式の取得 － － － △461 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
△9,097 △63 △9,161 △9,161 

連結会計年度中の変動額合計（千円） △9,097 △63 △9,161 206,838 

平成19年３月31日残高（千円） 18,829 △26,728 △7,898 5,899,983 

（注）１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

    ２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(４) （要約）四半期連結キャッシュ・フロ－計算書 
（単位：千円） 

 
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 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ－  

   税金等調整前四半期(当期)純利益 830,768 498,256 1,117,490

   減価償却費 68,965 150,580 94,849

のれん償却額 57,999 22,778 96,182

   賞与引当金の増減額（△は減少） △15,880 △17,320 4,700

   役員賞与引当金の減少額 △13,514 △9,750 △11,300

保守サービス引当金の増加額 － 137,600 －

   売上債権の増加額 254,770 166,886 123,127

   仕入債務の減少額 △33,584 △1,039 △2,163

   長期未払金の減少額 △15,115 － △15,115

   その他 △171,879 △87,300 △52,119

    小計 962,531 860,691 1,355,651

   利息及び配当金の受取額 35,231 42,742 39,750

   法人税等の支払額 △633,191 △589,894 △630,040

  営業活動によるキャッシュ・フロ－ 364,571 313,540 765,360

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－  

   定期預金の預入による支出 △303,800 △203,800 △303,800

   定期預金の払戻による収入 203,800 203,800 203,800

   有形固定資産の取得による支出 △12,967 △21,265 △15,201

   無形固定資産の取得による支出 △612,505 △239,198 △679,825

   投資有価証券の取得による支出 △99,139 － △99,139

   その他 34,184 △35,793 16,359

  投資活動によるキャッシュ・フロ－ △790,427 △296,257 △877,807

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－  

   配当金の支払額 △352,747 △237,991 △352,747

   自己株式の取得による支出 △357 △59 △461

  財務活動によるキャッシュ・フロ－ △353,104 △238,050 △353,208

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △112 △2,633 691

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △779,073 △223,402 △464,963

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,603,275 3,138,311 3,603,275

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

2,824,201 2,914,909 3,138,311

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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〕 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）、前第３四半期

連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成

18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グル－プは、ＩＴシステム運用管理領域に係るソフトウェア・プロダクト及びソリュ－シ

ョンの提供を主な事業とした単一事業分野の営業活動を行っているため、事業の種類別セグメン

トの記載を省略しております。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）、前第３四半期

連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成

18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

 

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）、前第３四半期

連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成

18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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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、％）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 

第３四半期累計期間 
 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期累計期間 

 

比較増減 
製品区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ソリュ－ション事業 227,185 100.0 210,956 100.0 △16,229 △7.1

合 計 227,185 100.0 210,956 100.0 △16,229 △7.1

(注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 受注実績 （単位：千円）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 

第３四半期累計期間 
 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期累計期間 

 

比較増減 
製品区分 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ソリュ－ション事業 218,318 34,519 223,537 79,325 5,219 44,806

合 計 218,318 34,519 223,537 79,325 5,219 44,806

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (3) 販売実績 （単位：千円、％）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 

第３四半期累計期間 
 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期累計期間 

比較増減 
製品区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

 プロダクト 628,122 22.2 821,385 26.7 193,262 30.8

 期間使用料 345,215 12.2 379,550 12.3 34,334 9.9

 保守サ－ビス 1,539,199 54.4 1,539,900 50.1 700 0.0

 導入支援サ－ビス他 89,707 3.2 157,538 5.1 67,830 75.6

プロダクト事業計 2,602,245 92.0 2,898,374 94.2 296,128 11.4

 プロフェッショナルサ－ビス 225,084 8.0 177,562 5.8 △47,521 △21.1

ソリュ－ション事業計 225,084 8.0 177,562 5.8 △47,521 △21.1

合 計 2,827,329 100.0 3,075,936 100.0 248,607 8.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


