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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％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 451 ― △25 ― △25 ― △16 ―

20年3月期第1四半期 453 ― △64 ― △74 ― △41 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △752.14 ―

20年3月期第1四半期 △2,174.97 ―

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 1,755 1,249 71.1 56,073.19
20年3月期 1,837 1,265 68.9 56,825.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,249百万円 20年3月期  1,265百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 1,350 31.6 85 248.3 85 781.0 48 4,154.6 2,154.88
通期 3,011 20.8 392 37.0 392 42.4 215 36.3 9,674.52

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,275株 20年3月期  22,275株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  22,275株 20年3月期第1四半期  19,244株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．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、当社が現在入手可能な情報及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り大きく異なる可能性がありますのでご了承下さい。 
 ２．当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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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

　当第１四半期会計期間における我が国の経済は、原油・原材料価格の高騰及びサブプライム・ローン問題を背景と

し、企業収益の改善や設備投資についての減速感は大きく現れていませんが、先行きの不透明感は増しております。

　情報産業分野においては、短納期・低コストといった事業環境は従来と変わらないものの、Webシステムが企業シス

テムにおいてより重要な位置付けとなり、また、金融機関を中心とした需要の伸びや内部統制関連の投資など、企業

のIT投資も堅調に推移していると考えられます。

  このような情勢のもと、当社の平成21年３月期第１四半期の業績につきましては、売上高451,840千円、営業損失

25,694千円、経常損失25,201千円、四半期純損失16,753千円となりました。

　事業部門別の業績は、次の通りです。

①　パッケージ事業

　基盤製品及びアプリケーション群ともに堅調に推移し、また保守についても好調に推移し、売上高は227,350千円と

なりました。

②　サービス事業

　「intra-mart」を利用したシステム開発や教育研修などの周辺サービスは堅調に推移しております。システム開発

は大規模化しているものが増加し、第1四半期以降に検収完了するプロジェクトが増加したため、売上高は207,399千

円となりました。

③　その他の事業

　上記２事業に関連するソフトウェア及びハードウェアの販売等となり、当初の見込み通り17,091千円となりました。

 

　（当社の四半期業績の特性について） 

　当社のパッケージ事業及びサービス（コンサルティング、システム開発等）事業は、一般企業を対象としており、

事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、システムの導入・検収が年度の節目である９月及び３月

に集中する傾向にあります。このため、売上高計上基準として「検収基準」を採用している当社の業績にも季節的変

動があり、売上高、利益とも第２、４四半期に集中する傾向があります。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　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。）は、税金の支払い等があったもの

の、期末売上債権の入金により、前事業年度末に比べ116,401千円増加し、755,451千円となりました。

　また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は209,884千円となりました。

　これは主に、前期末に計上された売上債権が減少したこと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）

　投資活動の結果使用した資金は93,482千円となりました。

　これは主に、子会社の設立に伴う出資及び貸付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）

  財務活動による資金の動きはありませんでした。

３．業績予想に関する定性的情報

　当社事業がターゲットとするWebシステムの環境は、当第１四半期も堅調に推移していること及びWebシステムの大

型案件が増加していることから、引き続きWeb市場が拡大することが予想されます。

  また、当第２四半期には基盤製品の最新版をリリースし、パッケージ事業の販売増に寄与すること、サービス事業

に関する受注残高があること等、第１四半期の業績も概ね予想通りに推移していることから、業績予想に変更はあり

ません。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

・固定資産の定率法に基づく減価償却費の算定方法は、当第１四半期会計期間を含む事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。

・法人税等については、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算定しております。なお、永久差

異及び重要な一時差異等については、算定上考慮しております。

　　　　２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　　該当事項はありません。

 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

・当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

・当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が

適用されたことに伴い、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定してお

ります。これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 755,451 639,049

売掛金 277,344 593,350

未収入金 179 740

仕掛品 46,181 663

貯蔵品 3,611 1,306

前渡金 118 2,247

前払費用 41,575 39,965

繰延税金資産 29,442 20,994

その他 15,390 572

貸倒引当金 △2 △474

流動資産合計 1,169,292 1,298,415

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,610 19,610

減価償却累計額 △8,328 △6,941

建物（純額） 11,282 12,669

工具、器具及び備品 23,680 23,476

減価償却累計額 △11,433 △10,465

工具、器具及び備品（純額） 12,246 13,011

有形固定資産合計 23,528 25,680

無形固定資産   

ソフトウエア 256,612 302,471

ソフトウエア仮勘定 181,496 95,638

その他 239 254

無形固定資産合計 438,348 398,364

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 －

敷金及び保証金 85,587 85,597

従業員に対する長期貸付金 3,495 3,495

繰延税金資産 25,447 25,447

投資その他の資産合計 124,531 114,541

固定資産合計 586,408 538,586

資産合計 1,755,700 1,837,001
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 135,127 193,857

未払金 48,681 27,487

未払費用 － 188

未払法人税等 1,022 83,996

未払消費税等 1,427 13,830

賞与引当金 7,490 23,394

前受金 275,213 203,129

預り金 10,483 2,652

流動負債合計 479,446 548,536

固定負債   

退職給付引当金 27,223 22,681

固定負債合計 27,223 22,681

負債合計 506,670 571,217

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,262 516,262

資本剰余金 446,262 446,262

利益剰余金 286,505 303,259

株主資本合計 1,249,030 1,265,784

純資産合計 1,249,030 1,265,784

負債純資産合計 1,755,700 1,837,001
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 451,840

売上原価 293,728

売上総利益 158,112

販売費及び一般管理費  

給料 42,900

賞与 11,160

役員報酬 17,363

法定福利費 8,968

退職給付費用 3,446

広告宣伝費 11,645

研究開発費 1,982

減価償却費 2,633

地代家賃 13,681

業務委託費 39,352

その他 30,670

販売費及び一般管理費合計 183,806

営業損失（△） △25,694

営業外収益  

受取利息 17

貸倒引当金戻入額 471

その他 2

営業外収益合計 492

経常損失（△） △25,201

税引前四半期純損失（△） △25,201

法人税等 △8,447

四半期純損失（△） △16,753
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △25,201

減価償却費 48,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） △471

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,542

受取利息及び受取配当金 △17

売上債権の増減額（△は増加） 316,006

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,823

仕入債務の増減額（△は減少） △76,472

未払金の増減額（△は減少） 21,309

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,402

その他の資産の増減額（△は増加） 1,079

その他の負債の増減額（△は減少） 64,845

小計 293,863

利息及び配当金の受取額 17

法人税等の支払額 △83,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,884

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 △203

無形固定資産の取得による支出 △68,471

子会社株式の取得による支出 △10,000

貸付けによる支出 △15,000

貸付金の回収による収入 182

敷金及び保証金の回収による収入 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,482

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 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,401

現金及び現金同等物の期首残高 639,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,451
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」 

 前四半期にかかる財務諸表 

（1）要約四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 売上高 453,099

Ⅱ 売上原価 304,173

売上総利益 148,926

Ⅲ 販売費及び一般管理費 213,273

営業損失（△） △64,346

Ⅳ 営業外収益 121

Ⅴ 営業外費用 10,569

経常損失（△） △74,794

税金等調整前四半期純損
失（△） 

△74,794

税金費用 △32,939

四半期純損失（△） △41,855
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

四半期純損失（△） △74,794

減価償却費 32,297

貸倒引当金の減少額（△） △96

退職給付引当金の増加額 1,541

受取利息及び受取配当金 △6

株式交付費 10,569

売上債権の減少額 121,046

たな卸資産の増加額(△) △27,990

仕入債務の減少額(△) △87,419

未払金の増加額 23,567

未払消費税等の減少額（△） △11,400

その他資産の増加額（△） △8,276

その他負債の増加額 79,297

小計 58,333

利息及び配当金の受取額 6

法人税等の支払額 △71,675

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△13,334
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

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 

△273

無形固定資産の取得によ
る支出 

△80,401

貸付金の回収による収入 96

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△80,578

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 534,070

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

534,070

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

440,157

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

245,412

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

685,569
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