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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 323 ― △129 ― △134 ― △137 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △16,666.97 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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 2,006 223 11.0 26,696.75
20年3月期 2,358 363 15.1 43,339.27

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  220百万円 20年3月期  357百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 0.00 0.00

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 610 ― △60 ― △65 ― △65 ― △7,765.83

通期 1,560 65.8 125 ― 110 ― 110 ― 13,142.17

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．その他をご覧下さい。  

(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） 

(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 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)および「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。 
２ 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、当社が現在入手している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り大きく異なる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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  8,370株 20年3月期  8,370株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  120株 20年3月期  120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  8,250株 20年3月期第1四半期  ―株
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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
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年からのエネルギー・原材料価格の高騰に歯止めが

かからず、企業収益や個人消費の低下により景気の減速感がさらに強まってまいりました。
情報サービス産業界におきましては、全体として売上高は増加基調にあるものの、当社の事業領域である

映像処理等の特定業界・業種向けアプリケーションの分野では、ニーズの増加を背景に、競争環境が厳しさ
を増しております。
このような状況のもと、当第１四半期において当社グループは、前年度に続き新規開拓の強化や案件成約

力の向上等ソリューション営業力の強化、および自社プロダクトの品質向上や販売網の開拓、技術開発部門
の生産性・効率性の向上に努めてまいりました。また、グループ会社間の経営資源を再編し、より機動的な
体制の構築に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高323百万円、営業損失129百万円、経常損失134百万

円、第１四半期純損失137百万円となりました。
なお、前第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期増減率の記載は

しておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結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、前連結会計年度末に

比べ161百万円減少し、282百万円となりました。
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）
営業活動の結果使用した資金は90百万円となりました。これは主に税引前当第１四半期純損失136百万円、

売上債権の減少126百万円、たな卸資産の増加44百万円、仕入債務の減少58百万円、利息の支払3百万円、法
人税等の支払1百万円など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2百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得5百万円、敷金の返

還による収入5百万円、少数株主からの子会社株式の追加取得による支出3百万円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）
財務活動の結果使用した資金は68百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出61百万円、

長期借入金の返済による支出7百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績結果は、平成20年５月15日に開示いたしました当期業績予想に対し、堅調に推移いた

しており、第２四半期連結累計期間及び通期に業績予想に変更はありません。
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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)

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
（たな卸資産の評価方法）
当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。
また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(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。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

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 282,538 443,857

売掛金 197,425 323,729

商品 12,922 15,777

製品 18,526 15,083

仕掛品 69,653 25,378

前払費用 60,920 75,707

繰延税金資産 33,273 33,273

その他 117,033 135,364

貸倒引当金 △74,500 △74,500

流動資産合計 717,794 993,673

固定資産

有形固定資産 18,992 21,100

無形固定資産

のれん 783,179 827,272

ソフトウエア 226,948 244,024

その他 2,627 2,772

無形固定資産合計 1,012,755 1,074,069

投資その他の資産

長期前払費用 91,607 97,742

その他 164,995 171,693

投資その他の資産合計 256,602 269,435

固定資産合計 1,288,350 1,364,606

資産合計 2,006,144 2,358,279

負債の部

流動負債

買掛金 40,687 99,182

短期借入金 320,576 403,627

1年内償還予定の社債 139,600 139,600

1年内返済予定の長期借入金 28,956 28,956

前受金 413,443 430,505

その他 142,910 162,161

流動負債合計 1,086,174 1,264,032

固定負債

社債 470,400 470,400

長期借入金 79,544 64,896

長期前受金 146,250 195,000

繰延税金負債 468 329

固定負債合計 696,662 730,625

負債合計 1,782,836 1,994,658
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（単位：千円）

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 429,575 429,575

資本剰余金 349,575 349,575

利益剰余金 △541,583 △404,081

自己株式 △18,000 △18,000

株主資本合計 219,566 357,068

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 681 480

評価・換算差額等合計 681 480

少数株主持分 3,059 6,071

純資産合計 223,307 363,620

負債純資産合計 2,006,144 2,358,279
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

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 323,550

売上原価 156,163

売上総利益 167,387

販売費及び一般管理費

給料及び手当 68,701

その他 227,807

販売費及び一般管理費合計 296,509

営業利益 △129,122

営業外収益

受取利息 26

その他 76

営業外収益合計 103

営業外費用

支払利息 5,487

その他 491

営業外費用合計 5,979

経常利益 △134,998

特別利益

特別利益合計 51

特別損失

リース解約損 519

事務所移転費用 1,341

特別損失合計 1,860

税金等調整前四半期純利益 △136,807

法人税、住民税及び事業税 671

法人税等合計 671

少数株主利益 23

四半期純利益 △137,502
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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 △136,807

減価償却費 27,346

のれん償却額 44,071

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息 5,487

売上債権の増減額（△は増加） 126,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,793

仕入債務の増減額（△は減少） △58,494

その他 △49,463

小計 △86,374

利息及び配当金の受取額 26

利息の支払額 △3,095

法人税等の支払額 △1,042

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △5,784

敷金の回収による収入 5,752

子会社株式の取得による支出 △3,000

その他 601

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △61,164

長期借入金の返済による支出 △7,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,319

現金及び現金同等物の期首残高 443,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 282,538
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注記事項

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）
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占めるソフトウエア開発関連事業（デジタル画像や

映像に関するアプリケーション・ソフトウエアの開発及び周辺サービス事業）の割合が90％を超えている
ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

b. 所在地別セグメント情報
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）
在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

c. 海外売上高
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）
海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

(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。
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