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平成21年２月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成20年７月15日 

上 場 会 社 名        株式会社システムインテグレータ      上場取引所  東証マザーズ 

コ ー ド 番 号         3826                              ＵＲＬ  http://www.sint.co.jp/     
代  表  者 （役職名）代表取締役社長    （氏名）梅田 弘之 
問合せ先責任者 （役職名）専務取締役管理担当 （氏名）碓井 満    ＴＥＬ (048) 707－7061    
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第１四半期の業績（平成20年３月１日 ～ 平成20年５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   ％

21年２月期第１四半期 392 △17.0 △36   － △35   － △21   －
20年２月期第１四半期 473   － 44   － 44   － 21   －

20年２月期  2,034      － 242    － 243    － 135    －

 

 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２月期第１四半期 △1,618  41 －  － 
20年２月期第１四半期 1,638    07  1,552    18  

20年２月期 10,376  66 9,852  28 

 
(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

21年２月期第１四半期 1,539  1,190  77.3   90,546  29
20年２月期第１四半期 1,529  1,123  73.5   86,137  51

20年２月期 1,570  1,240  79.0   94,364  71

 
(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

21年２月期第１四半期 258  △56  △21   791  
20年２月期第１四半期 358  △133  △18   812  

20年２月期 316  △289  △22   610  

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭

20年2月期 － － 2,200 00 2,200 00

21年2月期 

21年2月期（予想） － － 2,400 00
2,400 00

 
３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日 ～ 平成21年２月28日） 

（％表示は、通期は対前期、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 664 △29.0 △72   － △72    － △42    － △3,203  45
通     期 2,250  10.6 250  3.2 250   2.8 145   7.0 11,028  29
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められ
ている「四半期財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け
ております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載しております業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したもの

であり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値

と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績

予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
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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 

当第１四半期会計期間は、パッケージソフトウェア事業の売上高は372,842千円（前年同期比14.1％

減）となっております。パッケージソフトウェアの販売・保守では「SI Object Browser」が堅調に推

移し、売上高99,892千円（前年同期比1.4％増）となりました。一方、パッケージソフトウェアのカス

タマイズでは「SI Web Shopping」が堅調に推移しているものの、「GRANDIT」は前事業年度の第１四

半期が好調だった反動もあり、売上高272,950千円（前年同期比18.7％減）と前年同期比で減少してお

ります。また、コンサルティング事業は売上高10,970千円（前年同期比61.7％減）、システムインテ

グレーション事業は売上高9,117千円（前年同期比12.7％減）となっております。 

当事業年度は前事業年度下期に引き続き新製品の研究開発を積極的に行っております。当第１四半

期会計期間に販売費及び一般管理費に計上した研究開発費の額は27,578千円となっております。この

ため、期首に公表した業績予測も中間期は前年同期比で減少見込みとしております。 

当第１四半期会計期間の業績は、売上高392,930千円（前年同期比17.0％減）、営業損失36,232千円

（前年同期は営業利益44,093千円）、経常損失35,278千円（前年同期は経常利益44,129千円）、第１

四半期純損失21,278千円（前年同期は第１四半期純利益21,373千円）となりました。前年同期比で減

少となっておりますが、計画通りの数値となっております。 

 

事業部門別の売上高について、前年同期比較表及び推移グラフを以下に示します。 

ａ．前年同期比較表 

 （千円未満切捨）

事業部門 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年５月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 
売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

前年 

同期比 

(％) 売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

パッケージソフトウェア事業 434,274 91.7 372,842 94.9 85.9 1,932,673 95.0

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱの販売・保守 98,507 20.8 99,892 25.4 101.4 435,317 21.4

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱのｶｽﾀﾏｲｽﾞ 335,767 70.9 272,950 69.5 81.3 1,497,356 73.6

システムインテグレーション事業 10,439 2.2 9,117 2.3 87.3 38,758 1.9

コンサルティング事業 28,625 6.1 10,970 2.8 38.3 62,981 3.1

合計 473,338 100.0 392,930 100.0 83.0 2,034,412 100.0

 

ｂ．推移グラフ 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

前第1四半期 当第1四半期 前中間期 当中間期(予想)

千円

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱのｶｽﾀﾏｲｽﾞ
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＜主要パッケージソフトウェア別の事業状況＞ 

①ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」関連 

主力となるデータベース開発支援ツール「SI Object Browser」及びデータベース設計支援ツール

「SI Object Browser ER」の２製品はともに堅調に推移しております。一方、アプリケーション開

発支援ツール「SI Object Browser AP」及び前事業年度末に中国市場で販売開始した「SI Object 

Browser 中国語版」は、まだ売上高は小さいため今後販売体制を強化し売上拡大に努めてまいりま

す。 

また、下期には「SI Object Browser SQL Server版」もリリースします。これまでのOracleユー

ザーだけでなくMicrosoftユーザーに対象を広げることにより、新たな市場が拡大するものと見込ん

でおります。 

さらに、現在新製品としてプロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」を開発しておりま

す。この製品も当事業年度下期に販売を予定しており、下期の業績向上に寄与すると見込んでおり

ます。ソフトウェア業界における｢工事契約に関する会計基準｣の適用により、第４の柱に成長でき

る重要製品と位置づけて新しい市場を拡大していく方針を立てております。 

当第１四半期会計期間の「SI Object Browser」関連の売上高は、88,378千円（前年同期比10.2％

増）となりました。 

 

②ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」関連 

ネットショッピング市場の広がりやECサイト構築におけるパッケージソフトウェア利用の普及を

背景に、「SI Web Shopping」関連の売上高は堅調に推移しております。 

今後、さらにECの市場は拡大すると見込んでおります。そうした状況から、当事業年度上期には

コンシューマ向け（B to C版）の新バージョン（Ver10.0）を販売予定としております。新バージョ

ンは、より大規模なサイトへの適用が可能で、大手企業のリプレース需要を取り込んで下期の業績

向上に寄与するものと見込んでいます。 

また、「SI Object Browser」に引き続いて、「SI Web Shopping」の中国語版も中国で販売開始

しました。中国が生産拠点から市場へと転換する大きな流れを捉え、まずは日系企業、続いてロー

カル企業へと拡大していく計画としております。 

当第１四半期会計期間の「SI Web Shopping」関連の売上高は、114,199千円（前年同期比7.0％

増）となりました。 

 

③ERPパッケージ「GRANDIT」関連 

当社の「GRANDIT」関連のビジネスは、Web-ERPという新時代のERPであることが評価され、これま

で堅調に売上高を伸ばしてきました。しかし、「GRANDIT」関連のERPビジネスは市場環境の影響を

受けやすいと考えられます。当事業年度は、年初の株価急落等を背景に市場環境の悪化が見られ、

顧客が情報化投資を延期する傾向を予測して控えめな計画を立てております。 

しかしながら、ここにきて引き合いも増加傾向にあり、ERP市場の底堅さを実感しております。ま

た、当社が独自に用意するGRANDIT業種別テンプレート「製造業向けソリューション」の開発も順調

に進み、既に受注実績があがっております。下期には、製造業へ「GRANDIT」を導入する際のコンテ

ンツとして販売していく計画としております。 

今後は、これまでの間接受注を中心としたビジネス形態のほかに直販での受注獲得を増加させ、

ビジネス拡大に努めてまいります。 

当第１四半期会計期間の「GRANDIT」関連売上高は、前事業年度末に完了プロジェクトが集中した

ことなどにより170,133千円（前年同期比36.0％減）と前年同期と比べ減少となりました。 

 

主要パッケージソフトウェア別の売上高について、前年同期比較表及び推移グラフを以下に示しま

す。 
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ａ．前年同期比較表 
（千円未満切捨） 

事業部門 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年５月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 
売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

前年 

同期比 

(％) 売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

「SI Object Browser」関連 80,221 16.9 88,378 22.5 110.2 337,016 16.5

「SI Web Shopping」関連 106,749 22.6 114,199 29.0 107.0 589,973 29.0

「GRANDIT」関連 265,825 56.2 170,113 43.3 64.0 1,039,159 51.1

「SI 作って教材」他パッケージ 4,421 0.9 10,164 2.6 229.9 19,729 1.0

システムインテグレーション他 16,121 3.4 10,073 2.6 62.5 48,533 2.4

合計 473,338 100.0 392,930 100.0 83.0 2,034,412 100.0

 
ｂ．推移グラフ 

 

0
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２．財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

流動資産は、前事業年度末に比べ27,671千円減少し1,254,130千円となりました。これは主として、

売掛金の減少296,860千円、現金及び預金の増加180,729千円、たな卸資産の増加67,193千円などによ

るものであります。現金及び預金の増加及び売掛金の減少は、前事業年度末の売掛金回収によるもの

であります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ2,876千円減少し285,358千円となりました。これは主として、権

利金の償却による減少4,999千円、ソフトウェアの増加2,320千円などによるものであります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ30,548千円減少し1,539,489千円となりました。 

負債合計は、前事業年度末に比べ19,655千円増加し348,986千円となりました。これは主として、前

受金の増加48,400千円、賞与引当金の増加30,165千円、受注損失引当金の増加5,351千円、未払法人税

等の減少53,684千円などによるものであります。前受金の増加は、主に受託案件の一部前受けによる

ものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ50,204千円減少の1,190,502千円となりました。これは、第１四

半期純損失の計上21,278千円、剰余金の配当28,925千円により繰越利益剰余金が50,204千円減少した

ことによるものであります。 

 

千円 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、791,370千

円と前第１四半期会計期間末に比べ20,946千円の減少となっております。主な要因は以下のとおりで

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは258,828千円のプラス（前年同期は358,495千円のプラス）

となりました。これは主に売上債権の減少額296,860千円、前受金の増加額48,400千円等の資金増加

要因が、税引前第１四半期純損失34,348千円、たな卸資産の増加額67,193千円、法人税等の支払額

53,558千円等の資金減少要因を上回ったこと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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは56,433千円のマイナス（前年同期は133,673千円のマイナ

ス）となりました。これは無形固定資産の取得による支出56,206千円等によるものであります。 

（財務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・フローは21,666千円のマイナス（前年同期は18,754千円のマイナ

ス）となりました。これは配当金の支払いによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の業績は、新製品開発に伴う研究開発費の増加などにより純損失の計上とな

りました。この傾向は第２四半期会計期間も続き、中間期においても純損失の計上を見込んでおりま

す。ただし、当第１四半期会計期間の実績は、計画値より少し改善した水準で推移しております。ま

た、第１四半期会計期間末の受注残高は前事業年度末に比べ若干増加しております。特に「SI Web 

Shopping」案件が伸びており、主要プロジェクトの大部分が下期に完了を予定しております。 

以上により、当事業年度の業績予想は、平成20年４月14日に発表いたしました業績予想からの変更

はございません。 
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４.四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 
 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成20年５月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  812,316 791,370 610,640 

 ２ 売掛金  187,657 197,113 493,973 

 ３ たな卸資産  159,083 202,094 134,900 

 ４ その他  50,275 64,105 43,769 

   貸倒引当金  △38 △553 △1,483 

   流動資産合計   1,209,295 79.1 1,254,130 81.5  1,281,802 81.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１ 11,221 12,795 13,459 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  189,840 170,270 167,949 

  (2) 権利金  95,000 － 80,000 

  (3) その他  170 75,170 170 

   無形固定資産合計  285,011 245,440 248,119 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) その他  27,976 27,122 26,656 

    貸倒引当金  △4,042 － － 

   投資その他の 
   資産合計  23,933 27,122 26,656 

   固定資産合計   320,166 20.9 285,358 18.5  288,235 18.4

   資産合計   1,529,461 100.0 1,539,489 100.0  1,570,037 100.0
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前第１四半期会計期間末 

(平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成20年５月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

 (負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  64,128 98,844 99,443 

 ２ 未払金  139,824 － 36,974 

 ３ 未払法人税等  32,067 2,588 56,273 

 ４ 前受金  57,617 67,276 18,875 

 ５ 賞与引当金  68,005 90,203 60,038 

 ６ 受注損失引当金  13,317 5,901 550 

 ７ その他 ※２ 30,579 84,171 57,175 

   流動負債合計   405,539 26.5 348,986 22.7  329,330 21.0

   負債合計   405,539 26.5 348,986 22.7  329,330 21.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   357,072 23.4 358,402 23.3  358,402 22.8

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  347,072 348,402 348,402 

   資本剰余金合計   347,072 22.7 348,402 22.6  348,402 22.2

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    別途積立金  26,000 26,000 26,000 

    繰越利益剰余金  393,778 457,698 507,903 

   利益剰余金合計   419,778 27.4 483,698 31.4  533,903 34.0

   株主資本合計   1,123,922 73.5 1,190,502 77.3  1,240,707 79.0

   純資産合計   1,123,922 73.5 1,190,502 77.3  1,240,707 79.0

   負債純資産合計   1,529,461 100.0 1,539,489 100.0  1,570,037 100.0
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(２) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   473,338 100.0 392,930 100.0  2,034,412 100.0

Ⅱ 売上原価   324,026 68.5 280,553 71.4  1,372,040 67.4

   売上総利益   149,312 31.5 112,376 28.6  662,371 32.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   105,219 22.2 148,609 37.8  420,115 20.7

   営業利益 
又は営業損失（△） 

  44,093 9.3 △36,232 △9.2  242,255 11.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  36 0.0 953 0.2  862 0.1

   経常利益 
又は経常損失（△） 

  44,129 9.3 △35,278 △9.0  243,118 12.0

Ⅴ 特別利益   109 0.0 930 0.3  － －

Ⅵ 特別損失 ※２  7,500 1.5 － －  14,167 0.7

税引前第１四半期
(当期)純利益又は税
引前第１四半期純損
失（△） 

  36,738 7.8 △34,348 △8.7  228,950 11.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 30,954 1,714 101,898 

   法人税等調整額  △15,589 15,365 3.3 △14,783 △13,069 △3.3 △8,445 93,452 4.6

第１四半期(当期)純
利益又は第１四半期
純損失（△） 

  21,373 4.5 △21,278 △5.4  135,498 6.7
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644 1,128,644

第１四半期会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 － － － － △26,096 △26,096 △26,096 △26,096

 第１四半期純利益 － － － － 21,373 21,373 21,373 21,373

第１四半期会計期間中の変動額合計
(千円) 

－ － － － △4,722 △4,722 △4,722 △4,722

平成19年５月31日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 393,778 419,778 1,123,922 1,123,922

 

当第１四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

平成20年２月29日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 507,903 533,903 1,240,707 1,240,707

第１四半期会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 － － － － △28,925 △28,925 △28,925 △28,925

 第１四半期純損失 － － － － △21,278 △21,278 △21,278 △21,278

第１四半期会計期間中の変動額合計
(千円) 

－ － － － △50,204 △50,204 △50,204 △50,204

平成20年５月31日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 457,698 483,698 1,190,502 1,190,502

 



㈱システムインテグレータ （3826） 平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況 
 

― 11 ― 

前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644 1,128,644

事業年度中の変動額  

 新株の発行 1,330 1,330 1,330 － － － 2,660 2,660

 剰余金の配当 － － － － △26,096 △26,096 △26,096 △26,096

 当期純利益 － － － － 135,498 135,498 135,498 135,498

事業年度中の変動額合計(千円) 1,330 1,330 1,330 － 109,402 109,402 112,062 112,062

平成20年２月29日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 507,903 533,903 1,240,707 1,240,707
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(４) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日)

区分 
注記 

番号 
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   

   税引前第１四半期(当期)純利益 

又は税引前第１四半期純損失（△） 
 36,738 △34,348 228,950

   減価償却費  28,885 29,402 117,203

   賞与引当金の増加額  23,846 30,165 15,879

   貸倒引当金の増減額(△：減少)  △109 △930 1,336

   受注損失引当金の増減額(△：減少)  9,647 5,351 △3,120

   受取利息及び受取配当金  － － △4

   有価証券利息  － △217 △455

   投資有価証券評価損  7,500 － 7,500

   ソフトウェア評価損  － － 6,667

    売上債権の増減額(△：増加)  299,488 296,860 △6,827

   たな卸資産の増減額（△：増加）  △13,850 △67,193 10,332

   未収消費税等の減少  689 － 689

   仕入債務の増減額(△：減少)  △2,673 △598 32,641

   未払消費税等の増減額(△：減少)  5,528 △24,079 28,769

   前受金の増減額（△：減少）  21,525 48,400 △17,216

   その他  3,508 29,358 3,312

    小計  420,724 312,170 425,657

   利息及び配当金の受取額  － 217 459

   法人税等の支払額  △62,228 △53,558 △109,794

   営業活動によるキャッシュ・フロー  358,495 258,828 316,322

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   有価証券の取得による支出  － △209,782 △389,544

   有価証券の償還による収入  － 209,782 389,544

   有形固定資産の取得による支出  △1,542 △226 △7,312

   無形固定資産の取得による支出  △132,131 △56,206 △278,165

   敷金保証金の預入による支出  － － △3,800

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △133,673 △56,433 △289,278

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   株式の発行による収入  － － 2,660

   配当金の支払額  △18,754 △21,666 △25,312

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △18,754 △21,666 △22,652

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  206,067 180,729 4,391

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  606,249 610,640 606,249

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  第１四半期末(期末)残高 
※ 812,316 791,370 610,640
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(５) 注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

― 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額

法） 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

同左 

   その他有価証券   その他有価証券   その他有価証券 

    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 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  仕掛品 

個別法による原価法

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

同左 

   貯蔵品 

最終仕入原価法 

  貯蔵品 

同左 

  貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

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

(建物附属設備は除く)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  ８年～50年

工具器具及び備品 

４年～15年

（会計方針の変更） 

当第１四半期会計期間よ

り、平成19年度法人税法

改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した減

価償却資産については、

改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による

当第１四半期会計期間の

損益に与える影響は軽微

であります。 

(1) 有形固定資産   

同左 

但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)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年～50年

工具器具及び備品 

４年～15年

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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％に到達した事業年度

の翌事業年度より、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 

(1) 有形固定資産   

同左 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴

い、当事業年度より、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。 

なお、この変更による

当事業年度の損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 
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項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

  おります。 

なお、これによる当第

１四半期会計期間の損益に

与える影響は軽微でありま

す。 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

なお、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込販売有効期間

(３年)、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における見込利用可能

期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

また、権利金について

は、契約期間(５年)で償

却しております。 

(2) 無形固定資産   

同左 

 

(2) 無形固定資産   

同左 

 

３ 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 (3) 受注損失引当金 

請負契約に係る開発案

件のうち、第１四半期会

計期間末時点で将来の損

失が見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積

もることが可能なものに

ついては、将来の損失に

備えるため、第１四半期

会計期間末以降に発生が

見込まれる損失額を計上

しております。 

(3) 受注損失引当金 

同左 

 

(3) 受注損失引当金 

請負契約に係る開発案

件のうち、期末時点で将

来の損失が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能な

ものについては、将来の

損失に備えるため、翌期

以降に発生が見込まれる

損失額を計上しておりま

す。 

 

４ 四半期キャッシ

ュ・フロー計算書

(キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

 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

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

同左 

  

同左 
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項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

５ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

同左 

 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

同左 

 

 

 
 
表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

 

― 

 

 

 

 

― 

（四半期貸借対照表） 

１  前第１四半期会計期間まで区分掲記しており

ました「権利金」（当第１四半期会計期間の残

高75,000千円）については、資産の総額の100分

の５以下になったため、無形固定資産の「その

他」に含めて表示しております。 

２  前第１四半期会計期間まで区分掲記しており

ました「未払金」（当第１四半期会計期間の残

高37,492千円）については、負債及び純資産の

合計額の100分の５以下になったため、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

 

(四半期貸借対照表関係) 

 
前第１四半期会計期間末 
(平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年５月31日) 

前事業年度末 
(平成20年２月29日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         6,053千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         10,894千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         9,811千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２     ― 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

※１          ― ※１ 営業外収益の主要項目 

   有価証券利息   217千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息及び配当金   4千円

   有価証券利息      455千円

※２ 特別損失の主要項目 

   投資有価証券評価損 

                7,500千円 

※２     ― ※２ 特別損失の主要項目 

   投資有価証券評価損 

                7,500千円

ソフトウェア評価損 

6,667千円

 ３ 減価償却実施額 

   有形固定資産    835千円 

   無形固定資産  28,050千円 

 ３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   1,082千円

   無形固定資産  28,319千円

 ３ 減価償却実施額  

   有形固定資産    4,594千円

   無形固定資産   112,609千円

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 
 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第１四半期会計期間

末 

 普通株式 (株) 13,048 ― ― 13,048

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３  新株予約権等に関する事項 

 

目的となる株式の数(株) 
内訳 

目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期
会計期間末 

当第１四半期
会計期間末残
高(千円) 

ストック・オプション
としての新株予約権 

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

(注) 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 
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４ 配当に関する事項 

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５月25日 
定時株主総会 

普通株式 26,096千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月28日

 
 
 

当第１四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 13,148 ― ― 13,148

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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 

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20年５月27日 
定時株主総会 

普通株式 28,925千円 2,200円 平成20年２月29日 平成20年５月28日

 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 13,048 100 ― 13,148

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   新株予約権の権利行使による新株の発行による増加  100株 

 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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５月25日 
定時株主総会 

普通株式 26,096千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月28日

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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20年５月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 28,925千円 2,200円
平成20年 
２月29日 

平成20年 
５月28日 

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成19年５月31日現在) 

現金及び預金勘定 812,316千円

現金及び現金同等物 812,316千円
 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成20年５月31日現在)

現金及び預金勘定 791,370千円

現金及び現金同等物 791,370千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と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２月29日現在)

現金及び預金勘定 610,640千円

現金及び現金同等物 610,640千円
 

 

(リース取引関係) 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

リース取引を全く利用しておりませ

んので、該当事項はありません。 

同左 同左 

 

(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末(平成19年５月31日) 

時価評価されていない有価証券 

 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 973

(注) 表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当四半期会計期間にお

いて非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を7,500千円計上しております。 

減損処理にあたっては、四半期会計期間末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行っております。 
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当第１四半期会計期間末(平成20年５月31日) 

時価評価されていない有価証券 

 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 973

(注) 表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

 

前事業年度末(平成20年２月29日) 

時価評価されていない有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 973

(注) 表中の「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において非上場株

式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を7,500千円計上しております。 

減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処

理を行っております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

デリバティブ取引を全く利用してお

りませんので、該当事項はありませ

ん。 

同左 同左 

 

(ストック・オプション等関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名 

ストック・オプションの数 (注)１ 普通株式 800株 

付与日 平成17年８月31日 

権利確定条件 権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員

の地位にあることを要する。 

その他の条件については、当社と新株予約権の割当て

を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。 

対象勤務期間 平成17年８月31日～平成19年８月31日 

権利行使期間 平成19年９月１日～平成27年８月31日 

権利行使価格（注）２       （円） 26,600 

付与日における公正な評価単価   （円） ― 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による

調整後の株式数を記載しております。 

２．権利行使価格につきましては、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っており、当該

株式分割による調整後の金額を記載しております。 

 

(持分法損益等) 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

関連会社がないため、該当事項はあ

りません。 

同左 同左 

 

(企業結合等関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年５月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 
 

１株当たり純資産額 86,137円51銭 

１株当たり第１四半
期純利益 

1,638円07銭 

潜在株式調整後１株
当たり第１四半期純
利益 

1,552円18銭 

 

 

１株当たり純資産額 90,546円29銭

１株当たり第１四半
期純損失 

△1,618円41銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益については、１株

当たり第１四半期純損失であるため

記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 94,364円71銭

１株当たり当期純利
益 

10,376円66銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

9,852円28銭

 

(注) １株当たり第１四半期(当期)純利益又は１株当たり第１四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり第１四

半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

前第１四半期会計期間

(自 平成19年３月１日

至 平成19年５月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年５月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

１株当たり第１四半期(当
期)純利益又は１株当たり第
１四半期純損失 

 

第１四半期(当期)純利益
又は第１四半期純損失
（△）(千円) 

21,373 △21,278 135,498

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る第１四半
期(当期)純利益又は第１
四半期純損失（△）(千
円)  

21,373 △21,278 135,498

普通株式の期中平均株式
数(株) 

13,048 13,148 13,058

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益 

 

第１四半期(当期)純利益
調整額(千円) 

― ― ―

普通株式増加数(株) 722 ― 695

 （うち新株予約権） （722） （―） （695）

 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 


