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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 2,635 ― △259 ― △262 ― △144 ―
20年3月期第1四半期 2,096 21.9 △126 ― △127 ― △82 ―

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 △72.28 ―
20年3月期第1四半期 △41.23 ―

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 6,643 2,430 36.6 1,215.26
20年3月期 7,883 2,648 33.6 1,324.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,430百万円 20年3月期  2,648百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

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  有   

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 6,600 ― △10 ― △40 ― △40 ― △20.00
通期 13,500 0.2 600 261.8 550 326.5 280 189.6 140.00

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、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。  

(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、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。  

(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日公表の業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年 
  ８月７日）公表の「平成21年３月期 第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する 
  定性的情報」をご覧下さい。 
３．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  2,000,000株 20年3月期  2,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  80株 20年3月期  80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  1,999,920株 20年3月期第1四半期  2,000,000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 四半期におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格高の影響などから企業収益が減少する

とともに、設備投資の増勢にも鈍化がみられました。情報サービス産業におきましては、情報化投資が

概ね堅調に推移した一方、企業の業況感は慎重さを増しており、顧客の投資効果重視の姿勢は依然とし

て厳しいものとなっております。 

このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプロ

ジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めました。 
  当第 1 四半期の業績につきましては、積極的な営業展開により、受注高は 4,403,066 千円（前年同期

比 29.1％増）、売上高につきましては、2,635,792 千円（前年同期比 25.7％増）となりました。利益面

では、営業損失 259,611 千円（前年同期 営業損失 126,427 千円）、経常損失 262,833 千円（前年同期 経

常損失 127,564 千円）、四半期純損失 144,563 千円（前年同期 四半期純損失 82,467 千円）となりまし

た。 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品 ERP 
他社製品 ERP 分野につきましては、受注高は 1,375,239 千円（前年同期比 61.1％増）、売上高は

814,164 千円（前年同期比 12.9％減）となりました。 

②自社製品 ERP 
自社製品 ERP 分野につきましては、受注高は 1,080,550 千円（前年同期比 41.5％減）、売上高は

812,715 千円（前年同期比 46.8％増）となり、「MCFrame」のライセンス売上高は 197,004 千円（前

年同期比 17.2％減）となりました。 

③ｅビジネス 

ｅビジネス分野につきましては、受注高は 1,814,125 千円（前年同期比 241.7％増）、売上高は 872,183
千円（前年同期比 157.3％増）となりました。 

④その他 

その他分野につきましては、受注高は 133,151 千円（前年同期比 25.6％減）、売上高は 136,729 千円

（前年同期比 49.3％減）となりました。 

 

（注）当社グループの経営成績は、大型案件の売上計上時期やその採算性により変動する可能性があります。また、

当社グループの業績特性としましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向にあるため、四半期毎の経営成

績に変動が生じます。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

① 資産の部 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して

1,230,606 千円減少し、4,928,979 千円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間末の総資産

に占める流動資産の比率は 74.2％であります。 

また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却等により、前連結会
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計年度末と比較して 9,751 千円減少し、1,714,568 千円となりました。 

これらの結果、資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して

1,240,358 千円減少し、6,643,548 千円となりました。 

② 負債の部 

負債の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末

と比較して 1,022,737 千円減少し、4,213,117 千円となりました。 

③ 純資産の部 

純資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、四半期純損失を計上したことによる減少及び

剰余金の配当による減少により、前連結会計年度末と比較して 217,620 千円減少し、2,430,430 千円

となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末と

比較して 3.0 ポイント増加し 36.6％となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの分析 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 64,441 千円

増加し、550,514 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失 262,892 千円を計上し、たな卸

資産の増加 543,827 千円、賞与引当金の減少 233,936 千円等があったものの、売上債権の減少

2,072,775 千円、仕入債務の増加 381,137 千円等により、全体として 1,550,951 千円の収入となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発 ERP パッケージ

「MCFrame」の開発等）による支出等により、全体として 128,115 千円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行からの短期借入金を返済したことによる支出等により、

全体として 1,358,437 千円の支出となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済につきましては、経済成長は鈍化するものと見込まれております。このような経済

環境にありまして、当社グループの平成 21 年 3 月期の連結業績の見通しにつきましては、以下を見込

んでおります。業績予想の見直しを行った結果、平成 20 年 5 月 12 日付「平成 20 年 3 月期 決算短信」

において開示いたしました第 2 四半期累計期間（連結・個別）の業績予想数値より修正を行っておりま

す。なお、当該予想数値の修正につきましては、本日別途開示する「平成 21 年 3 月期 第 2 四半期累計

期間（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

【連 結】  第２四半期 

連結累計期間 
通 期 

売 上 高  6,600 百万円 13,500 百万円 
営 業 利 益  △10 百万円 600 百万円 

経 常 利 益  △40 百万円 550 百万円 

当期純利益  △40 百万円 280 百万円 
 
当社グループの業績の特性といたしましては、受注案件の納期が期末に集中する傾向があるため、

四半期毎の経営成績が変動いたします。 

 

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) 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 

   税金費用の計算 

    当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

  ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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 たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会

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、個別法による原価法（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。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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 550,514 486,073

受取手形及び売掛金 2,177,898 4,248,971

仕掛品 1,284,653 740,825

その他 916,037 684,025

貸倒引当金 △124 △309

流動資産合計 4,928,979 6,159,586

固定資産   

有形固定資産 228,127 238,100

無形固定資産   

のれん 30,516 34,691

ソフトウエア 1,047,940 1,042,862

その他 27,060 27,758

無形固定資産合計 1,105,517 1,105,312

投資その他の資産 380,923 380,907

固定資産合計 1,714,568 1,724,320

資産合計 6,643,548 7,883,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 882,120 502,375

短期借入金 1,700,000 3,000,000

未払法人税等 6,503 26,608

賞与引当金 175,636 409,572

品質保証引当金 34,734 40,768

受注損失引当金 113,685 100,373

その他 1,295,523 1,149,630

流動負債合計 4,208,204 5,229,329

固定負債 4,913 6,525

負債合計 4,213,117 5,235,855

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,305,865 1,520,426

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,429,563 2,644,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △606 △1,427

為替換算調整勘定 1,472 5,354

評価・換算差額等合計 866 3,926

純資産合計 2,430,430 2,648,051

負債純資産合計 6,643,548 7,883,906
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
     【第１四半期連結累計期間】 

（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 2,635,792

売上原価 2,176,468

売上総利益 459,324

販売費及び一般管理費 718,935

営業損失（△） △259,611

営業外収益  

持分法による投資利益 3,681

為替差益 1,892

その他 1,170

営業外収益合計 6,744

営業外費用  

支払利息 9,965

その他 0

営業外費用合計 9,965

経常損失（△） △262,833

特別損失  

固定資産除却損 59

特別損失合計 59

税金等調整前四半期純損失（△） △262,892

法人税等 △118,329

四半期純損失（△） △144,563
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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損失（△） △262,892

減価償却費 134,298

のれん償却額 4,175

貸倒引当金の増減額（△は減少） △531

賞与引当金の増減額（△は減少） △233,936

品質保証引当金の増減額（△は減少） △6,033

受注損失引当金の増減額（△は減少） 13,312

受取利息及び受取配当金 △247

支払利息 9,965

為替差損益（△は益） △1,892

持分法による投資損益（△は益） △3,681

固定資産除却損 59

売上債権の増減額（△は増加） 2,072,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △543,827

前渡金の増減額（△は増加） △122,206

仕入債務の増減額（△は減少） 381,137

前受金の増減額（△は減少） 43,618

その他 97,040

小計 1,581,133

利息及び配当金の受取額 247

利息の支払額 △9,121

法人税等の支払額 △21,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,550,951

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 △6,524

無形固定資産の取得による支出 △122,586

その他 996

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,115

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,300,000

リース債務の返済による支出 △1,929

配当金の支払額 △56,507

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,358,437

現金及び現金同等物に係る換算差額 43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,441

現金及び現金同等物の期首残高 486,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 550,514
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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 

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) 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容

としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

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） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容

としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び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１四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び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１四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、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） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の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 

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) 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 (1)（要約）前四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間 
自 平成 19 年 ４月 １日 

至 平成 19 年 ６月 30 日 科  目 

金額(千円) 
百分比 

(％) 

 

Ⅰ 売上高 2,096,648 100.0

Ⅱ 売上原価 1,533,190 73.1

売上総利益 563,457 26.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 689,885 32.9

営業損失 126,427 △6.0

Ⅳ 営業外収益 6,929 0.3

Ⅴ 営業外費用 8,066 0.4

経常損失 127,564 △6.1

Ⅵ 特別利益 113 0.0

税金等調整前四半期純損失 127,451 △6.1

法人税、住民税及び事業税 5,680 0.2

法人税等調整額 △50,663 △2.4

四半期純損失 82,467 △3.9
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 (2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書                                                          

 

前第１四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日 

区  分 金額（千円） 

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純損失 △127,451

減価償却費 133,790

売上債権の減少（△増加）額 2,554,674

たな卸資産の減少（△増加）額 △686,053

仕入債務の増加（△減少）額 △447,727

その他 △240,959

小  計 1,186,272

法人税等の支払額 △63,543

その他 △6,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,116,072

Ⅱ 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 △96,717

その他 △6,852

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,569

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △700,000

その他 △48,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △748,139

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 264,371

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 465,060

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 729,432
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６．その他の情報 

 
生産、受注及び販売の状況 

 

  (1) 生産実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 
 

商品分野名 生産高(千円) 

他社製品ＥＲＰ 620,718

自社製品ＥＲＰ 582,742

ｅビジネス 828,845

その他 144,161

合計 2,176,468

（注）１ 金額は売上原価によっております。 
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 

  (2) 受注実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 
 

商品分野名 受注高(千円) 受注残高(千円) 

他社製品ＥＲＰ 1,375,239 2,984,502

自社製品ＥＲＰ 1,080,550 1,339,499

ｅビジネス 1,814,125 1,515,617

その他 133,151 82,763

合計 4,403,066 5,922,384

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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  (3) 販売実績 

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 
 

商品分野名 販売高(千円) 

他社製品ＥＲＰ 814,164

自社製品ＥＲＰ 812,715

ｅビジネス 872,183

その他 136,729

合計 2,635,792

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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