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１．平成20年４月期第３四半期の業績（平成19年5月１日　～　平成20年１月31日）

(1）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４月期第３四半期 436 0.2 △165 6.7 △177 5.7 △188 11.4

19年４月期第３四半期 435 △11.4 △154 － △168 － △169 －

19年４月期 1,130 12.8 66 △41.1 48 △53.9 △41 －

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４月期第３四半期 △20,677 88 － －

19年４月期第３四半期 △19,295 51 － －

19年４月期 △4,645 52 － －

(2）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４月期第３四半期 1,677 393 23.4 42,429 20

19年４月期第３四半期 1,497 404 27.0 44,578 74

19年４月期 1,860 532 28.6 58,741 23

(3）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４月期第３四半期 △170 415 104 543

19年４月期第３四半期 △244 △11 171 174

19年４月期 △365 34 265 194
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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

19年４月期第１四半期 － －

20年４月期第３四半期 － －

３．平成20年４月期の業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30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 1,400 23.8 150 124.1 130 166.9 80 － 8,819 31

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（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

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。

それゆえ、実際の業績等は、業況の変化等により、予想値と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．経営成績に関する定性的情報

　当四半期は、引き続き当社のユーザである民間企業等の大規模プロジェクトの構築を行っております。一つ一つのプ

ロジェクトの規模も大きくなってきている為、構築に長期間かかり、売上の計上がさらに年度末に集中しております。

一方、損益に関しましては、大規模プロジェクトに対応すべく人員増に伴う、販売管理費等が増加いたしました。

　ブロードバンドのインフラを充分活用するために、インターネットをシステム基盤としたシステム開発の要望が急拡

大する兆候が出てきました。データ入力をWebブラウザーで行い、バックオフィスと言われるデータ処理システムを、

オープン系のシステムで構築し、完全に旧来のメインフレームを撤去する動きです。一昨年構築された某百貨店の新シ

ステムは、完全にメインフレームの撤去を行い、新たな時代の先駆け事例となっています。当社では、自社内でソフト

ウェアのコンポーネント化（部品化）を継続的に実施してきました。大規模案件で実際に使用し品質と動作性能が検証

されたコンポーネント資産が社内に大量に蓄積された結果、同業他社と比較して高い競争力を維持できる状況になった

と考えております。また、プログラムの自動生成機能をより進化させ、高品質なシステムを安定的に開発することも可

能になりました。多数のコンポーネント群とプログラムの自動生成を一体化した開発フレームワークであるJIG（冶具）

フレームワーク」を実案件で更に信頼性を上げることを目指しています。

 

　プロジェクトマネージャ、設計部門など上流工程と言われる人材の強化が課題でしたが、昨年度からシステムを構築

しておりますマインマート等の基幹システム構築案件の中で人材養成が進んでおり、今後はこの人材を核に、さらなる

人材の拡充を計っていく計画です。このことにより、当社は上流設計から保守・運用まで一貫したソリューションの提

供が可能となり、大手企業ユーザーから直接受注できる体制が、更に整えられたと考えております。このことによりさ

らなる高付加価値企業への道が開けると考えております。

 

　XML をコア技術にしたContents Management System(CMS)の構築に関しましては、文書管理のニーズが大規模企業で急

拡大し、システムの大規模化に答えることが急務になってきました。具体的には、J-SOX法の影響もあり、作業日報を含

めて全ての社員の行動を電子文書化するニーズです。データ入力方式は、PC上のWebブラウザーは当然で、携帯電話など

あらゆる端末から入力可能なことが求められます。画像や位置情報など多様な大量情報を管理するため、システム規模

が膨大となり、旧来のシステムでは対応ができないため、大規模システム用に再構築を行っております。アプリケーショ

ン開発は、個別案件では、納期短縮と利益の確保は可能になりました。しかし、利益の確保とエンジニアの養成を視野

に入れた場合、受注案件を選別せざるを得ないと考えております。

 

　自治体に関しましては、現在ネットワークシステムのコンサルティング、設計業務、運用保守サービス業務を主な事

業としております。

　しかし、アプリケーションのWeb化や通信、サーバ機器等の高性能化が進んでおりここ数年で様変わりすると予想して

おります。

　また、デジタル通信インフラにおいても目を見張るものがあり、企業の出先拠点においてもADSL、ISDNから光ファイ

バー回線への移行が急激に進んでおります。特にインターネット回線を利用した安価で高速なVPN（仮想専用線）サービ

スが主流となってきました。

　弊社の顧客であります、流通企業様においては220拠点をVPNサービスに移行することにより大幅な通信コストを削減

することができました。自治体に最適なネットワークシステムの提案及び運用サービスの受託を行なうとともにデジタ

ル情報化に伴い、電気通信事業のサービス展開やデジタル映像サービス安全安心に関わるソリューションサービス等の

分野についてビジネスモデル化を進めております。

　自治体業務システムのダウンサイジングコンサルティング業務に関しましては、自治体のシステムは技術革新が顕著

になり、インターネットがシステム設計の前提となったため、価格に見合った性能のシステムを調達することが大変難

しくなりました。特に住民が20万人以上の中核市の多くは、現状においてもメインフレームを中心とした旧来のシステ

ムを、大変なコストをかけ運用しているのが実態です。コンサルティング業務の立場から、最適なシステムを調達した

いと考えても、要件に見合うシステムが存在しないか、又は極めて高価である場合が殆どで、真にユーザのニーズに答

えることが出来ないのが現状です。現状では、コンサルティング業務の中心が、単にユーザ側に立って、調達・運用の

コストを低下させるだけのコンサルティングになっています。この状況を打開すべく新たに業務提携等を含めて、より

ユーザニーズに答えられる新しいコンサルティング業務の有り方を模索中です。

 

　前期より顧客価値創造事業（ Customer Value Creation ）へのイノベーション（事業変革）を進めてまいりました。

これは従来型のSI 事業とは一線を画し、当社が創業以来培ってきた技術と知識・方法論を駆使し、顧客視点で顧客とリ

スクを共有し顧客の企業戦略をIT により具現化し共に事業を創造していく事業であります。具体的には株式会社マイン

マートの企業再生に深く関与し、企業における管理部の合理化の方式も目処が立ちました。一例ですが、当社の構築し
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たシステムを導入するだけではなく、顧客に最適なパッケージシステムを選定、導入し、新たなシステムの運用方式を

行うことでも、大変な効率化が可能であることを実証しました。今後引き続き当社の強みであるITを機軸とした顧客価

値創造を追求したいと考えています。

 

　なお、当社保有の関係会社出資金について、平成20年4月期中間期末に、減損処理による関係会社出資金評価損491百

万円の特別損失を計上し、債務超過となりましたが、平成20年1月16日に当社が保有する関係会社出資金を全て譲渡し、

特別利益493,957千円を計上したことにより債務超過は解消されました。

　平成17年12月26日に発行しました「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」につきまして、当第3四半期の平成19

年12月26日に償還が完了いたしました。その償還原資は、平成19年12月20日に日本アジアホールディングズ株式会社を

引受先とした第1回普通社債6億5千万円を発行いたしました。

　当社は、平成19年10月31日から11月28日まで実施された日本アジアホールディングズ株式会社による当社株式の公開

買付に対し、平成19年11月13日に反対の意見を表明致しました。しかしながら、公開買付終了後、両社にて改めて当社

の企業価値の維持・向上及び株主様全体の利益向上に向けた話合いを友好的に進めて参り、日本アジアホールディング

ズ株式会社からは、当社業容の拡大と経営・財務管理体制の強化に向けてご支援とご協力を頂ける運びとなりました。

その結果、大型化する受注に備えて財務・経営上の管理体制を強化すると共に、より一層の資本充実の必要性について

認識を共有し、今回の無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金としての社債を引受けていただきました。今後の

具体的な方向性等につきましては、確定次第順次お知らせいたします。

 

　当第3四半期累計は、売上高は436,216千円（前年同期比0.2％増）、経常損益については177,744千円（前期は168,108

千円の損失）の損失、第3四半期損益については188,416千円（前期は169,105千円の損失）の損失となりました。 

部門別概況は以下の通りであります。

 

　ITソリューション事業部

　　ＩＴソリューション事業部においては、CVC事業（顧客価値創造事業）を本格化し、従来型のコンサルティングファー

ムやシステムインテグレーターとも異なる新たなビジネスソリューションサービスにより市場を創造し事業拡大を図っ

ております。

　　大規模ユーザにおいては、現状のメーカーの提案が、「自社の製品」のみで、オープン化のニーズに答えられてい

ないとの不満の声が顕在化してきております。上流工程からネットワークインフラまでの、幅広い人材を養成すること

で、オープン化時代に適合した組織を構築し新たなビジネスソリューションサービスを目指しております。

　上記の結果、第3四半期売上高は276,517千円（前期比4.0%増）、第3四半期末受注残高は、619,513千円（前期比

15.9％減）となっております。

 

　ソリューションサービス事業部

　　当期のソリューションサービス事業部は、国や地方自治体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心として行

いますが、新たに自治体、民間企業を問わず、「高度化するネットワークインフラを如何に有効に利用するか」のユー

ザ視点で新しい提案を行い事業の拡大を図っております。

　上記の結果、第3四半期売上高は159,698千円（前年同期比5.7%減）、第3四半期末受注残高は、87,305千円（前年同期

比31.8%増）となっております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

（1）貸借対照表項目

  当第3四半期末の資産合計は1,677,453千円、負債合計は1,284,177千円、純資産合計は393,276千円であり、それぞれ

前年同期比12.0%増加、同17.5%増加、同2.7%減少となりました。

　資産合計の増加は、投資その他の資産等の減少はあったものの、現預金、棚卸資産及び無形固定資産の増加によるも

のであります。

　負債合計の増加は、新株予約権付社債等の減少はあったものの、社債（私募債）の発行及び借入金等の増加によるも

のであります。

　純資産合計の減少は、19年12月の新株予約権付社債の転換による資本金、資本準備金の増加によるものであります。

 

（2）キャッシュ・フロー

 　　当四半期末における現金及び現金同等物の残高は543,435千円となり、前年同期と比較して368,612千円の増加となり

ました。

　当四半期末における各キャッシュ・フローの内訳は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期において、営業活動により使用した資金は170,877千円となりました。売上債権の減少はあったものの、税

引前当期純損失の計上、棚卸資産の増加等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）

　当四半期において、投資活動の結果得られた資金は415,287千円となりました。有形及び無形固定資産の取得による

支出を、関係会社出資金の譲渡による収入等により賄ったものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当四半期において、財務活動の結果得られた資金は104,508千円となりました。新株予約権付社債の償還による減少

はあったものの、社債（私募債）の発行、借入金の純増額による収入で賄ったものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

通期の見通し

　　ＩＴソリューション事業部においては、アプリケーション開発環境に端的に現れる技術開発に関し、引き続き実際の

システム構築の現場に適用させながら、最新の技術動向を踏まえてバージョンアップを継続します。今後もパートナー

企業とそれぞれの強みを持った分野で協業し、当社の開発総体である「ATL Applications Suite」(A2Suite、エースク

エア・スイート)のソリューション体系も発展的に進化させ、EC・Portal・CMS（コンテンツマネジメントシステム）な

ど特定の機能を有したソリューションを統合的に再構築し新たにラインナップし、更に競争力を高めて行きます。顧客

視点でビジネスを創造するCVC事業（顧客価値創造事業）を、企業再生分野だけでなく、優良企業へも適用し更なる競争

力を獲得する手段となることを説得し、新たな顧客を開拓いたします。従来型のコンサルティングファームやシステム

インテグレーターとも異なる成功報酬型の新たなビジネスソリューションサービスにより市場を創造し継続的な収益と

なる事業モデルを創造します。事業付加価値の源泉である優良な人材確保・育成と人員増加に対処するための人材投資・

設備投資やアライアンスパートナーとの関係強化を積極的に行います。また、同時に新規事業開拓や新たなソリューショ

ンの開発を推進し継続的成長を実現するための事業基盤を構築していきます。

 

　　ソリューションサービス事業部は、国や地方自治体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心として行って来

ました。しかし、予想以上に日本国内における情報インフラの整備が進み、国もe-Japan構想を大きくアプリケーション

重視の視点に機軸を移しています。しかし、大局では国の方針に間違いはないと考えていますが、情報インフラである

ネットワークを有効に利用する具体的な方策を考え実行するステージに入ったとも考えております。今まで現場で蓄積

したノウハウを最大限に生かし、顧客に対し情報化投資に関する全体最適を念頭に入れ、コンサルティングサービス、

設計、構築、運用保守まで情報に関するトータルサービスを提供して行きます。引き続き自社内の人材育成によるサー

ビス品質向上と同時に新規顧客開拓を積極的に行い業容の拡大を目指します。

 

　　現在のところ、通期の業績見通しにつきましては、平成20年1月30日付「平成20年４月期中間決算短信（非連結）」で

公表した計画を達成できると考えており、変更はありません。

　この書面に記載されている将来に係る記載は、予期しない経済・企業環境の変化等の要因で変動・変更する可能性が

あり、その結果・内容について当社が保証するものではありません。
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４．その他

(1）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簡便的な方法によっております。また、その他

影響額の僅少なものにつき、一部簡便な手続きを用いております。

 

(2）最近事業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）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年4月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成20年4月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年4月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 180,026 543,635   200,320

受取手形 － －   40,425

売掛金 160,988 75,369   607,801

商品 7,370 40,400   21,825

仕掛品 222,119 630,830   223,507

貯蔵品 712 764   731

前渡金 892 5,122   8,937

前払費用 10,586 15,896   10,565

仮払金 15,280 1,448   1,077

仮払消費税等 19,637 44,248   －

未収消費税等 － －   457

その他 1,184 1,715   3,315

貸倒引当金 △3,450 △976   △8,393

 流動資産合計 615,348 1,358,455 743,106 120.8 1,110,570

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物 16,096 16,096   16,096

減価償却累計額 △3,978 △5,670   △4,454

車両及び運搬具 1,150 1,150   1,150

減価償却累計額 △1,092 △1,092   △1,092

器具備品 106,651 143,828   115,528

減価償却累計額 △67,767 △79,447   △72,456

有形固定資産合計 51,059 74,864 23,805 46.6 54,771
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科目

前年同四半期末
（平成19年4月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成20年4月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年4月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

無形固定資産      

商標権 176 105   158

ソフトウェア 8,377 8,443   7,744

ソフトウェア仮勘
定 

－ 53,252   －

その他 435 435   435

無形固定資産合計 8,989 62,237 53,247 592.3 8,339

投資その他の資産      

投資有価証券 169,790 80,177   90,529

子会社株式 － 10,000   －

出資金 50 50   50

関係会社出資金 506,305 －   501,813

役員に対する長期
貸付金

60,000 7,600   10,000

長期差入保証金 82,743 82,661   82,825

長期前払費用 － 1,261   1,515

長期債権 7,000 －   4,000

貸倒引当金 △4,000 －   △4,000

投資その他の資産
合計

821,888 181,750 △640,138 △77.9 686,733

 固定資産合計 881,938 318,852 △563,086 △63.9 749,844

Ⅲ　繰延資産      

株式交付費 210 145   233

繰延資産合計 210 145 △64,786 △30.8 233

　資産合計 1,497,497 1,677,453 179,955 12.0 1,860,648
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科目

前年同四半期末
（平成19年4月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成20年4月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年4月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 36,129 52,926   159,179

短期借入金 230,000 330,000   330,000

1年以内返済予定
の長期借入金 

22,126 40,155   23,088

1年以内償還予定
の社債 

－ 650,000   700,000

未払金 6,164 11,405   16,435

未払費用 33,884 43,555   37,159

未払法人税等 1,742 3,193   12,231

前受金 1,625 2,562   294

預り金 97 2,985   600

仮受消費税等 21,887 21,810   －

賞与引当金 12,304 15,300   24,609

仮受金 924 －   －

 流動負債合計 366,886 1,173,895 807,008 220.0 1,303,598

Ⅱ　固定負債      

社債 700,000 －   －

長期借入金 25,590 106,361   18,920

繰延税金負債 647 158   934

長期未払金 － 3,762   4,353

 固定負債合計 726,237 110,282 △615,954 △84.8 24,208

　負債合計 1,093,123 1,284,177 191,053 17.5 1,327,807

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 576,948 601,946 24,997 4.3 576,948

資本剰余金      

資本準備金 384,818 409,816   384,818

 資本剰余金合計 384,818 409,816 24,997 6.5 384,818

繰越利益剰余金 △558,347 △618,719   △430,302

 利益剰余金合計 △558,347 △618,719 △60,372 10.8 △430,302

 株主資本合計 403,420 393,043 △10,377 △2.6 531,464

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評
価差額金

952 233   1,376

 評価・換算差額
等合計

952 233 △719 △75.5 1,376

　純資産合計 404,373 393,276 △11,097 △2.7 532,841

負債純資産合計 1,497,497 1,677,453 179,955 12.0 1,860,648
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年4月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年4月期
第3四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年4月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 435,268 436,216 947 0.2 1,130,939

Ⅱ　売上原価 276,938 251,661 △25,277 △9.1 645,326

売上総利益 158,330 184,554 26,224 16.6 485,612

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

313,267 349,791 36,523 11.7 418,676

営業利益又は営業
損失（△）

△154,937 △165,236 △10,298 6.7 66,936

Ⅳ　営業外収益 1,238 731 △507 △41.0 3,755

Ⅴ　営業外費用 14,409 13,239 △1,170 △8.1 21,976

経常利益又は経常
損失（△） 

△168,108 △177,744 △9,636 5.7 48,715

Ⅵ　特別利益 1,259 503,664 502,405 △39,897.6 174

Ⅶ　特別損失 － 504,386 504,386 － 80,171

税引前当期純損失
（△） 

△166,849 △178,466 △11,617 7.0 △31,282

税金費用 2,256 9,950 7,693 341.0 9,779

当期純損失（△） △169,105 △188,416 △19,310 11.4 △41,061
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(3）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年4月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年4月期
第3四半期）

（参考）前期
（平成19年4月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前当期純損失
（△）

△166,849 △178,466 △31,282

減価償却費 15,435 10,617 21,251

新株発行費償却 631 － －

株式交付費償却 － 87 958

社債発行費償却 2,780 － 2,780

貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

△2,575 △11,416 2,368

賞与引当金の増減額
（△は減少額） 

△8,278 △9,309 4,026

固定資産売却益 △174 － △174

固定資産除却損 － 7,942 －

投資有価証券評価損 5,968 10,035 80,171

関係会社出資金譲渡益 － △493,957 －

投資事業組合に係る損
失 

－ 495,771 10,460

受取利息及び受取配当
金 

△916 △710 △3,088

支払利息 4,571 8,101 5,803

売上債権の増減額（△
は増加額）

119,236 576,857 △365,001

たな卸資産の増加額 △150,059 △425,930 △165,919

仕入債務の増減額
（△は減少額） 

△32,022 △106,253 91,028

その他の流動資産の増
減額（△は増加額）

37 △1,143 △12,145

その他の流動負債の増
減額（△は減少額） 

△27,172 △34,531 △25,518

小計 △239,385 △152,306 △359,989

利息及び配当金の受取
額

1,505 2,293 1,778

利息の支払額 △4,571 △8,580 △6,227

法人税等の支払額 △2,543 △12,284 △580

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△244,994 △170,877 △365,018
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前年同四半期
（平成19年4月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年4月期
第3四半期）

（参考）前期
（平成19年4月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入による
支出 

△1,800 △1,600 △2,400

定期預金の払戻による
収入 

－ 7,202 －

有形固定資産の取得に
よる支出 

△8,013 △31,305 △11,355

有形固定資産の売却に
よる収入 

2,426 － 2,426

無形固定資産の取得に
よる支出

△4,139 △49,970 △4,139

役員に対する貸付金の
貸付による支出 

△28,000 － △28,000

役員に対する貸付金の
回収による収入 

28,000 2,400 78,000

投資有価証券の取得に
よる支出 

－ △1,603 △199

関係会社出資金の譲渡
による収入

－ 500,000 －

子会社設立による支出 － △10,000 －

保証金の払戻による収
入 

－ 164 －

保証金の差入による支
出 

－ － △82

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△11,526 415,287 34,249

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金による収入 230,000 130,000 330,000

短期借入金の返済によ
る支出 

△30,000 △130,000 △30,000

長期借入金による収入 － 130,000 －

長期借入金の返済によ
る支出

△28,870 △25,492 △34,578

株式の発行による収入 195 － －

新株の発行による支出 △10 － △164

社債の発行による収入 － 650,000 －

社債の償還による支出 － △650,000 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

171,315 104,508 265,257

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（△は減少額）

△85,205 348,918 △65,511

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

550,777 194,517 260,028

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

174,823 543,435 194,517
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(4）その他

 　①第３四半期の状況

  イ.売上高の状況

 （千円未満切り捨て）

品目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

増減率

ITソリューション事業部 53,666 79,123 47.4

ソリューションサービス事業部 53,506 47,206 △11.8

合計 107,173 126,329 17.9

　（注）１．売上高の数値は、未監査であります。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

３．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。

  ロ.受注高及び受注残高

 （千円未満切り捨て）

区分

前第３四半期会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

金額 構成比 金額 構成比

受注高     

ITソリューション事業部 99,965 83.1 77,168 86.1

ソリューションサービス事業部 20,390 16.9 12,453 13.9

合計 120,355 100.0 89,621 100.0

受注残高     

ITソリューション事業部 736,786 91.8 619,513 87.6

ソリューションサービス事業部 66,218 8.2 87,305 12.4

合計 803,005 100.0 706,818 100.0

　（注）１．売上高の数値は、未監査であります。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

３．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。
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 　②第３四半期までの状況

  イ.売上高の状況

 （千円未満切り捨て）

品目
前第３四半期累計

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期累計
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

増減率

ITソリューション事業部 266,008 276,517 4.0

ソリューションサービス事業部 169,259 159,698 △5.7

合計 435,268 436,216 0.2

　（注）１．売上高の数値は、未監査であります。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

３．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。

  ロ.受注高及び受注残高

 （千円未満切り捨て）

区分

前第３四半期累計
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期累計
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

金額 構成比 金額 構成比

受注高     

ITソリューション事業部 936,560 81.4 198,603 49.8

ソリューションサービス事業部 214,602 18.6 200,228 50.2

合計 1,151,163 100.0 398,831 100.0

受注残高     

ITソリューション事業部 736,786 91.8 619,513 87.6

ソリューションサービス事業部 66,218 8.2 87,305 12.4

合計 803,005 100.0 706,818 100.0

　（注）１．売上高の数値は、未監査であります。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

３．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。

(株)エーティーエルシステムズ（4663）　平成 20 年４月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 14 －


