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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 1,407 ― 133 ― 149 ― 69 ―

20年3月期第1四半期 1,397 △8.7 235 △33.4 250 △30.2 134 △33.9

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 9.47 ―

20年3月期第1四半期 18.13 ―

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 12,900 10,589 82.1 1,441.03
20年3月期 13,268 10,730 80.9 1,460.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,589百万円 20年3月期  10,730百万円

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 ― ― ― 29.00 29.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 29.00 29.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 3,124 7.8 459 △14.5 492 △13.8 292 △9.5 39.85
通期 6,800 8.4 1,294 △2.4 1,360 △2.3 809 25.5 110.11

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) 簡便な会計処理及び四半期連結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。］  

(3) 四半期連結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（四半期連結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。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用＿に関する説明、その他特記事項 
1.平成20年5月12日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさま
ざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
2．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  7,700,000株 20年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  351,647株 20年3月期  351,047株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,348,555株 20年3月期第1四半期  7,401,484株



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１四半期の我が国経済は、昨年からの原油価格の高騰、資源価格の大幅な上昇に起因する物価上昇から、設備

投資や個人消費に先行き不透明感を強めながら推移いたしました。

　当社の顧客層のうち中堅企業関係では、内部統制システムの構築や情報セキュリティの強化に向けた取り組みなど

により設備投資は継続されておりますが、中小企業関係では、縮小傾向が出ております。

　当社の特殊事情としては、１～２年後に予想される消費税改正に万全の体制を期し、製品競争力を向上するための

開発人員増をしており、また、当社初めてのSaaSサービス（PCA for SaaS）を第一四半期後半より開始したことに伴

う初期費用の負担の影響が出ております。

　これらの結果、当第１四半期の連結経営成績につきましては、売上高1,407百万円（前年同期比0.8％増）、営業利

益133百万円（前年同期比43.4％減）、経常利益149百万円（前年同期比40.3％減）、四半期純利益69百万円（前年同

期比48.3％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期における財政状態（連結）の変動状況におきましては、当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼす

ような事象等の特段の記載を要するものはございません。

　総資産は、法人税等の支払などにより、前連結会計年度末に比べ368百万円の減少となりました。

　株主資本は、剰余金の配当等により、（同）144百万円の減少となりました。

　(連結キャッシュ・フローの状況)

　当第１四半期における連結キャッシュ・フローの状況におきましては、前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等

物が2,623百万円の減少となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、堅調に業績は推移しましたが、前期分の法人税等の支払などにより、17百

万円の支出となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などにより、2,578百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、28百万円の支出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月12日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

 

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。　

（３）四半期連結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

　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,149 4,772

受取手形及び売掛金 714 917

たな卸資産 1 1

繰延税金資産 450 541

その他 46 51

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 4,359 6,282

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,554 1,507

土地 2,766 2,766

その他 96 100

有形固定資産合計 4,416 4,374

無形固定資産 79 87

投資その他の資産   

長期預金 3,500 2,000

その他 597 578

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 4,043 2,524

固定資産合計 8,540 6,986

資産合計 12,900 13,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 66 76

前受収益 1,181 1,256

未払法人税等 4 186

賞与引当金 33 132

その他 537 410

流動負債合計 1,823 2,062

固定負債   

長期前受収益 69 70

退職給付引当金 284 274

役員退職慰労引当金 133 130

固定負債合計 487 474

負債合計 2,310 2,537



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 890 890

資本剰余金 1,919 1,919

利益剰余金 8,317 8,461

自己株式 △537 △536

株主資本合計 10,589 10,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △3

評価・換算差額等合計 △0 △3

純資産合計 10,589 10,730

負債純資産合計 12,900 13,268



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 1,407

売上原価 437

売上総利益 970

販売費及び一般管理費 837

営業利益 133

営業外収益  

受取利息及び配当金 11

その他 5

営業外収益合計 16

営業外費用  

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 149

税金等調整前四半期純利益 149

法人税、住民税及び事業税 4

法人税等調整額 75

法人税等合計 79

四半期純利益 69



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 149

減価償却費 25

無形固定資産償却費 17

賞与引当金の増減額（△は減少） △98

売上債権の増減額（△は増加） 202

仕入債務の増減額（△は減少） △10

前受収益の増減額（△は減少） △75

その他 △65

小計 146

利息及び配当金の受取額 15

法人税等の支払額 △179

営業活動によるキャッシュ・フロー △17

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 △2,500

有形固定資産の取得による支出 △72

無形固定資産の取得による支出 △9

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,578

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,623

現金及び現金同等物の期首残高 4,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,936



　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結グループは、業務用ソフトウェアの製造・販売を行っており、当該事業以外に事業の種類が無いため、該

当事項はありません。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結グループは、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、該当事項はあ

りません。　

 

ｃ．海外売上高

当連結グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成２０年３月期

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 1,397

Ⅱ　売上原価 371

売上総利益 1,025

Ⅲ　販売費及び一般管理費 789

営業利益 235

Ⅳ　営業外収益 15

Ⅴ　営業外費用 0

経常利益 250

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 250

税金費用 115

四半期純利益 134



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成２０年３月期

第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 250

減価償却費 18

無形固定資産の償却費 9

売上債権の増減額（増加：△） 218

仕入債務の増減額（減少：△） △18

前受収益の増減額（減少：△） △33

その他 △142

小計 303

利息及び配当金の受取額 16

法人税等の支払額 △351

営業活動によるキャッシュ・フロー △31

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 △200

有形固定資産の取得による支出 △0

無形固定資産の取得による支出 △5

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △202

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △25

　自己株式の取得による支出 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △40

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △274

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,813

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,538



（３）生産、受注及び販売の状況

a.生産実績

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ソフトウェア（千円） 351,234

　（注）１．生産金額は、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。

 

b.受注の状況

　当社は受注生産を行っておりません。

c.販売実績

区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ソフトウェア（千円） 351,234

商品（千円） 150,084

保守料（千円） 647,506

導入指導料他（千円） 258,884

合計（千円） 1,407,710

　（注）１．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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