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（百万円未満切捨て） 
１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年３月21日～平成20年６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 ％

21年３月期第１四半期 3,180 1.9 △273 ― △275 ― △165 ―
20年３月期第１四半期 3,121 △12.1 △298 ― △306 ― △170 ―

20年３月期 17,629 291 266  143
 

 
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

21年３月期第１四半期 △9.21 ― 
20年３月期第１四半期 △9.49 ― 

20年３月期 7.95 ― 
 
(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

21年３月期第１四半期 8,425 3,410 40.4 188.90 
20年３月期第１四半期 8,559 3,455 40.3 191.46 

20年３月期 9,122 3,638 39.7 201.43 
 
(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

21年３月期第１四半期 248 △17 △193 566
20年３月期第１四半期 820 △30 △866 437

20年３月期 1,302 △165 △1,122 529
 
 
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 

20年３月期 ― 7.00 ― 4.00 11.00 
21年３月期(予想) ― 7.00 ― 7.00 14.00 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日～平成21年３月20日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期増減率、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 9,000 △0.0 330 0.6 320 1.3 180 △11.3 10.00 
通    期 19,500 10.6 840 188.7 820 208.3 450 214.7 25.00 
※当第１四半期の業績は概ね当初予想通りに推移しており、中間期および通期の業績につきましても、現時点
では、平成20年４月14日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 
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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   ：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。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成21年３月期第１四半期の個別業績（平成20年３月21日～平成20年６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 ％

21年３月期第１四半期 2,879 1.8 △250 ― △201 ― △100 ―
20年３月期第１四半期 2,827 △15.8 △318 ― △307 ― △178 ―

20年３月期 16,212 97 91  27
 

 
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

21年３月期第１四半期 △5.61 ― 
20年３月期第１四半期 △9.92 ― 

20年３月期 1.55 ― 
 

(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

21年３月期第１四半期 7,982 3,202 40.1 177.90
20年３月期第１四半期 8,196 3,290 40.1 182.82

20年３月期 8,580 3,363 39.2 186.84
 
 

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年３月21日～平成21年３月20日）【参考】 
（％表示は、通期は対前期増減率、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 8,300 △0.6 260 △6.8 260 △9.1 140 △16.2 7.78 
通    期 18,000 11.0 610 528.9 600 559.3 330 ― 18.33 
※当第１四半期の業績は概ね当初予想通りに推移しており、中間期および通期の業績につきましても、現
時点では、平成20年４月14日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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およ
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21年３月期 第１四半期の概況 

当第１四半期におけるわが国経済は、輸出は米国経済減速により鈍化し、設備投資も高水準ながら幾

分弱まりつつある企業収益の影響から横ばいで推移しています。また、雇用者所得は改善されているも

のの原油や原材料価格の上昇により個人消費は慎重な動きをみせる等、景気は踊り場的状況にあります。 

情報サービス業界では、企業のソフトウェア投資は緩やかに増加しており、薄型テレビなどデジタル

家電の需要も引き続き堅調であり、総じて底堅く推移しております。 

このような環境の中で、当社グループは、前年度から取り組んでいる事業・生産・財務の３つの構造

改革を継続し、強力に推進しております。 

当連結会計年度は、特に既存顧客の深耕開拓や関西・東海地区の営業強化等の新規事業領域や新規顧

客の拡大に注力し業績向上に努めるとともに、生産性の向上、調達のジャストインタイムの徹底その他

コスト低減等により効率的かつ安定的な収益実現に努めております。 

当第１四半期業績は、売上高は31億80百万円（前年同四半期比1.9%増）、営業損失2億73百万円、経

常損失2億75百万円、四半期純損失1億65百万円となりました。 

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、前中間連結会計期間において、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、企業のソフトウェア投資需要が堅調であり、製造業等の企業向けシステム構築については

底堅く推移しました。しかしながら、移動体通信事業者向けシステム構築が前年度を下回り、その結果、

売上高は10億20百万円（前年同四半期比26.2%減）となりました。 

 

〔組込ソリューション事業〕 

当事業では、産業用制御システムや駅務機器向けソフトは顧客需要が減少し低調に推移しました。しか

しながら、メカトロ機器向け制御用ソフトにおいて顧客の安定的な需要があり、その結果、売上高は8億

92百万円（同3.0%増）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・セキュリティ関連商品、医療機関向けソリューションサービスおよび自

治体向け情報通信基盤構築は低調に推移しました。しかしながら、タッチパネル式液晶端末システムの大

口需要があり、その結果、売上高は12億67百万円（同45.2%増）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、負債及び純資産の状況 

① 資産 

当第１四半期末の流動資産は61億69百万円（前年同四半期末比3億45百万円減）となりました。こ

れは、主としてたな卸資産が11億49百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が5億82百万円増加し

たこと等によるものです。 

固定資産は22億56百万円（同2億12百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増
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加等により投資その他の資産が2億21百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、資産合計は84億25百万円（同1億33百万円減）となりました。 

② 負債 

当第１四半期末の流動負債は33億58百万円（同2億42百万円減）となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が3億81百万円減少したこと、短期借入金が2億50百万円減少したこと、未払金が

2億93百万円増加したこと等によるものです。 

固定負債は16億56百万円（同1億53百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が1

億28百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、負債合計は50億14百万円（同88百万円減）となりました。 

③ 純資産 

当第１四半期末の純資産合計は34億10百万円（同44百万円減）となりました。これは、主として利

益剰余金が49百万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１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは2億48百万円（前年同四半期比5億72百万

円減）、投資活動によるキャッシュ・フローは△17百万円（同12百万円増）、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは△1億93百万円（同6億72百万円増）、現金及び現金同等物に係る換算差額は0百万円（同0

百万円増）となり、当第１四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36百万円増加し、5億66百万円（同1億28百万円増）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2億48百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失2億

73百万円、たな卸資産の増加6億75百万円があったものの、売上債権の減少15億86百万円等があった

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17百万円となりました。これは、無形固定資産の取得32百万円等による

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1億93百万円となりました。これは、主として短期借入金の減少1億20百

万円、配当金の支払い72百万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１四半期の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、中間期および通期の業績につきましても、

現時点では、平成20年４月14日に公表いたしました業績予想と変更はございません。 

なお、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) 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 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成19年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成20年６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20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 437,432 566,127 128,695 529,504

２ 受取手形及び売掛金 2,722,119 3,304,548 582,429 4,891,410

３ たな卸資産 2,868,488 1,719,018 △1,149,469 1,043,358

４ 繰延税金資産 433,741 525,078 91,336 399,095

５ その他 64,542 72,334 7,791 74,432

  貸倒引当金 △11,148 △17,628 △6,479 △33,672

流動資産合計 6,515,176 76.1 6,169,479 73.2 △345,696 6,904,129 75.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 370,599 342,857 △27,741 350,068

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 23,692 25,443 1,751 23,166

有形固定資産合計 787,368 9.2 761,378 9.0 △25,990 766,312 8.4

２ 無形固定資産 204,447 2.4 272,898 3.3 68,451 266,383 2.9

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 104,809 112,333 7,524 91,472

(2) 繰延税金資産 533,851 472,416 △61,435 498,080

(3) その他 416,148 638,079 221,930 597,051

  貸倒引当金 △2,604 △959 1,645 △959

投資その他の資産 
合計 

1,052,204 12.3 1,221,869 14.5 169,664 1,185,644 13.0

固定資産合計 2,044,020 23.9 2,256,146 26.8 212,125 2,218,340 24.3

資産合計 8,559,197 100.0 8,425,626 100.0 △133,571 9,122,470 100.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成19年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成20年６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20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 844,720 463,092 △381,627 748,909

２ 短期借入金 900,000 650,000 △250,000 770,000

３ 未払金 682,184 975,507 293,322 846,936

４ 未払費用 883,977 978,681 94,704 1,198,797

５ 未払法人税等 13,212 7,865 △5,346 64,783

６ 役員賞与引当金 2,875 ― △2,875 2,800

７ その他 274,675 283,530 8,855 224,168

流動負債合計 3,601,644 42.1 3,358,678 39.9 △242,965 3,856,393 42.3

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金 1,463,282 1,591,521 128,239 1,563,385

２ 役員退職慰労引当金 27,648 30,559 2,911 37,725

３ 関係会社事業 
  損失引当金 

― 18,000 18,000 18,000

４ その他 11,144 15,981 4,836 8,400

固定負債合計 1,502,075 17.5 1,656,061 19.6 153,986 1,627,510 17.8

負債合計 5,103,719 59.6 5,014,740 59.5 △88,979 5,483,904 60.1

   

(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 2,429,203 2,379,437 △49,766 2,617,150

４ 自己株式 △46 △46 ― △46

株主資本合計 3,411,157 39.9 3,361,391 39.9 △49,766 3,599,104 39.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

35,038 38,807 3,768 26,559

評価・換算差額等 
合計 

35,038 0.4 38,807 0.5 3,768 26,559 0.3

Ⅲ 少数株主持分 9,281 0.1 10,686 0.1 1,405 12,902 0.1

純資産合計 3,455,477 40.4 3,410,885 40.5 △44,591 3,638,566 39.9

負債純資産合計 8,559,197 100.0 8,425,626 100.0 △133,571 9,122,470 100.0
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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１四半期 

(自 平成19年３月21日 
 至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 

(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６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19年３月21日 
 至 平成20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 3,121,815 100.0 3,180,647 100.0 58,831 1.9 17,629,431 100.0

Ⅱ 売上原価 2,680,161 85.9 2,792,518 87.8 112,357 4.2 14,414,337 81.8

売上総利益 441,654 14.1 388,128 12.2 △53,525 △12.1 3,215,094 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 740,350 23.7 661,712 20.8 △78,638 △10.6 2,923,914 16.5

営業利益(△は損失) △298,696 △9.6 △273,583 △8.6 25,113 ― 291,179 1.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 0 4 4  862

２ 受取配当金 1,249 1,249 ―  1,297

３ 為替差益 ― ― ―  2,107

４ 雇用助成金・奨励金 ― 463 463  ―

５ その他 5 328 322  654

営業外収益合計 1,255 0.1 2,045 0.0 790 62.9 4,922 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 3,221 1,201 △2,019  14,213

２ 売掛債権売却損 5,069 2,275 △2,793  15,063

３ その他 331 513 181  309

営業外費用合計 8,622 0.3 3,991 0.1 △4,631 △53.7 29,587 0.2

経常利益(△は損失) △306,064 △9.8 △275,529 △8.7 30,534 ― 266,515 1.5

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 210 1,574 1,364  ―

特別利益合計 210 0.0 1,574 0.1 1,364 649.3 ― ―

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ― ― ―  2,872

２ 関係会社出資金 
  評価損 

― ― ―  7,294

３ 関係会社事業損失 
  引当金繰入額 

― ― ―  18,000

特別損失合計 ― ― ― ― ― ― 28,167 0.1

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△305,854 △9.8 △273,955 △8.6 31,898 ― 238,347 1.4

法人税、住民税 
及び事業税 

8,156 0.3 841 0.0 △7,315  170,942 1.0

未払法人税等戻入額 ― ― ― ― ―  12,333 0.0

法人税等調整額 △144,178 △4.6 △108,625 △3.4 35,553  △68,006 △0.4

少数株主利益 
(△は損失) 

941 0.0 △457 △0.0 △1,399  4,572 0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△170,774 △5.5 △165,713 △5.2 5,060 ― 143,172 0.8
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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 千円未満切捨て) 

 

前第１四半期 

（自 平成19年３月21日 

至 平成19年６月20日)

当第１四半期 

（自 平成20年３月21日 

至 平成20年６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19年３月21日 

 至 平成20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) 
△305,854 △273,955 238,347

２ 減価償却費 18,182 29,672 81,743

３ のれん償却額 11,350 8,106 32,427

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △210 △16,044 20,668

５ 前払年金費用の増減額(△は増加) △63,329 △57,099 △251,281

６ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2,925 △2,800 △3,000

７ 退職給付引当金の増減額(△は減少) 43,615 28,136 143,718

８ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △36,898 △7,166 △26,821

９ 関係会社事業損失引当金の増減額 

  (△は減少) 
― ― 18,000

10 受取利息及び受取配当金 △1,249 △1,253 △2,160

11 支払利息 3,221 1,201 14,213

12 固定資産除却損 ― ― 2,872

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) 2,928,174 1,586,861 760,225

15 たな卸資産の増減額(△は増加) △237,404 △675,659 1,587,724

16 仕入債務の増減額(△は減少) △1,220,048 △285,816 △1,315,859

17 未払金の増減額(△は減少) △27,094 122,145 140,039

18 未払費用の増減額(△は減少) △216,506 △220,085 98,256

19 未払消費税等の増減額(△は減少) △85,869 △91,277 △9,623

20 その他 157,429 164,087 25,105

小計 964,583 309,054 1,561,891

21 利息及び配当金の受取額 1,249 1,249 2,151

22 利息の支払額 △2,681 △1,488 △13,077

23 法人税等の支払額 △142,678 △60,746 △248,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 820,472 248,069 1,302,881

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 △865 △751 △12,405

２ 無形固定資産の取得による支出 △28,975 △32,061 △148,638

３ 投資有価証券の取得による支出 △299 △299 △1,206

４ その他 △113 15,543 △3,069

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,254 △17,568 △165,320

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) △740,000 △120,000 △770,000

２ 長期借入金の返済による支出 ― ― △100,000

３ 配当金の支払額 △126,199 △72,120 △251,457

４ 少数株主への配当金の支払額 △635 △1,765 △635

財務活動によるキャッシュ・フロー △866,834 △193,885 △1,122,092

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3 8 △9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △76,612 36,622 15,459

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 514,045 529,504 514,045

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 437,432 566,127 529,504
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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１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20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㈱ 

(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㈱ 

 (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。 

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。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

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

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 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴

い、当第１四半期より、

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。

これにより営業損失、

経常損失、税金等調整前

四半期純損失は、それぞ

れ51千円増加しておりま

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 

 

(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、当連結会計年度よ

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。 

これにより営業利益、

経常利益、税金等調整前

四半期純利益は、それぞ

れ299千円減少しており

ます。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

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

  (追加情報) 

法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資

産については、改正前の

法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費

に含めて計上しておりま

す。 

この結果、従来の方法

に比べ、営業損失、経常

損失、税金等調整前四半

期純損失がそれぞれ473

千円増加しております。

 

  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。 

 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１四半期

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１四半期

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。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

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

  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１四半期末において

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。 

 

    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１四半期末

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１四半期末

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。 

 

 ―――――  ⑤関係会社事業損失引当

金 

   関係会社の事業損失

に備えるため、関係会

社の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を

計上しております。 

 ⑤関係会社事業損失引当

金 

   関係会社の事業損失

に備えるため、関係会

社の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を

計上しております。 

 (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１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20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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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第１四半期 
(平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(平成20年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、695,352千円であります。 
  

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、728,423千円であります。 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、719,303千円であります。 

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１四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１四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 26,515千円 
  

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 15,902千円
  

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 18,555千円
  

――――― ――――― ４ 受取手形割引高は、82,381千円

であります。 

――――― ――――― ５ 連結会計年度末日満期手形の会

計処理については手形交換日を

もって決済処理しております

が、当連結会計年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 2,399千円
  

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20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 316,569千円 

退職給付費用 37,898千円 

研究開発費 101,247千円 

減価償却費 4,736千円 

役員賞与引当金 
繰入額 

2,875千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

3,002千円 

  

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 342,345千円

退職給付費用 41,361千円

減価償却費 5,534千円

のれん償却額 8,106千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,034千円

  

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 1,263,958千円

退職給付費用 163,564千円

減価償却費 18,803千円

のれん償却額 32,427千円

貸倒引当金 
繰入額 

23,404千円

役員賞与引当金 
繰入額 

2,800千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

13,079千円

  
――――― ――――― ２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 2,439千円

工具・器具及び備品 433千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

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

現金及び現金同等物の第１四半期末

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６月20日) 

現金及び預金勘定 437,432千円 

現金及び現金同等物 437,432千円 
  

現金及び現金同等物の第１四半期末

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20年６月20日) 

現金及び預金勘定 566,127千円

現金及び現金同等物 566,127千円
  

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20年３月20日) 

現金及び預金勘定 529,504千円

現金及び現金同等物 529,504千円
 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６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１四半期（自 平成20年３月21日 至 平成20年６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19年３月21日 至 平成20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１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６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１四半期（自 平成20年３月21日 至 平成20年６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19年３月21日 至 平成20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１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 

当第１四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１四半期（自 平成20年３月21日 至 平成20年６月20日） 

当第１四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19年３月21日 至 平成20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１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

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

１株当たり純資産額 191円46銭

１株当たり 
四半期純損失金額 

9円49銭

  

１株当たり純資産額 188円90銭

１株当たり 
四半期純損失金額 

9円21銭

  

１株当たり純資産額 201円43銭

１株当たり 
当期純利益金額 

7円95銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純損失金額については、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

四半期純損失金額については、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１四半期 

(平成19年６月20日) 
当第１四半期 

(平成20年６月20日) 
前連結会計年度 

(平成20年３月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 3,455,477 3,410,885 3,638,566

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円) 

9,281 10,686 12,902

 (うち少数株主持分(千円)) 9,281 10,686 12,902

普通株式に係る四半期末(期末)の純
資産額(千円) 

3,446,196 3,400,199 3,625,663

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株当たり四半期純損失金額及び１株当たり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１四半期 

(自 平成19年３月21日
至 平成19年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

四半期(当期)純利益（△は純損失）
(千円) 

△170,774 △165,713 143,172

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
（△は純損失）(千円) 

△170,774 △165,713 143,172

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１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20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１四半期における実績を部門別に記載

しております。 

なお、「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、前中間連結会計期間におい

て、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１四半期」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１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６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 1,386 1,261 1,546 1,428 159 166

組込ソリューション事業 1,113 2,096 1,000 2,119 △113 23

トータルソリューション事業 1,421 3,259 2,322 2,927 900 △331

合 計 3,921 6,617 4,868 6,475 946 △142

（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１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年６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 1,382 44.3 1,020 32.1 △361 73.8

組込ソリューション事業 866 27.7 892 28.1 25 103.0

トータルソリューション事業 872 28.0 1,267 39.8 394 145.2

合 計 3,121 100.0 3,180 100.0 58 101.9

（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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