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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 915 ― △161 ― △198 ― △213 ―

20年3月期第1四半期 1,219 56.1 152 ― 150 ― 148 ―

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 △10.35 ―

20年3月期第1四半期 7.18 ―

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 4,861 2,937 59.3 139.85
20年3月期 5,419 3,138 57.1 150.07

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,881百万円 20年3月期  3,092百万円

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  有  

（注２）平成20年６月30日を臨時決算日・平成20年７月31日を基準日として、１株当たり、５円の配当を行うことを予定しております。 
    平成20年７月23日「剰余金の配当金額の決定に関するお知らせ」（参照）従って従来予想しておりました配当５円を加算し、年間は10円の配当を予定しております。

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） ――― 2.00 ― 3.00 10.00

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 2,800 4.4 230 △11.0 210 △12.4 120 △37.4 5.79
通期 6,000 5.3 500 20.6 480 19.0 275 △40.5 13.28

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 
・本資料に記載されている予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数
値と異なる場合があります。 
・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  20,693,000株 20年3月期  20,693,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  85,593株 20年3月期  85,293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  20,607,667株 20年3月期第1四半期  20,612,101株
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 平成 20 年 7 月 31 日を基準日とする１株当たり配当金 
基準日 平成 20 年 7 月 31 日 

 
１株当たり配当金 

      円   銭 
    ５   00 
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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（平成 20 年４月１日から平成 20 年６月 30 日）におけるわが国経済は、サブプライムロー

ン問題や原油価格の動向などの影響や個人消費も低迷し、先行き不透明な状況が続きました。 

 携帯電話や自動車、デジタル家電などの組込み機器開発ではシステムの複雑化と開発規模の拡大が進み、

ツールメーカーにもそれらの解決策が今後求められていく流れとなっています。また、インターネット関連

では、ソーシャルネットワークサービスなど新たなサービスがさらに多くの人間のネットへの参加を促し、

ネット参加者の増加はインターネット関連ビジネスの市場を拡げています。 

 このような事業環境のなか、当社グループとしましては、組込み機器向けの開発ソリューション提供を中

心とした株式会社ソフィアシステムズとインターネット関連事業を中心としたソフィア総合研究所株式会社、

情報システム関連事業を中心とした株式会社ソフィアモバイルの３社により各事業ドメインでの業容拡大を

目指して積極的な活動を行いました。 

 近年、インターネット関連のサービスはパソコンに限らずさまざまな端末での利用が広がり、株式会社ソ

フィアシステムズが得意とするハードウェア寄りのマイコン関連技術と非常に近い分野となってまいりまし

た。当社グループはこれを将来的な利益拡大の機会と捉えて、ソフトとハードの相乗効果を狙えるよう、グ

ループ４社の力を結集し、注力する所存であります。 

 事業の種類別セグメントの営業概況は次のとおりであります。 

 ［デザインオートメーション事業］ 

子会社である株式会社ソフィアシステムズでは、携帯電話開発メーカーなどの重点目標分野・顧客を設定

して拡販活動を行い、半導体メーカーや組込み機器用オペレーティングシステムのメーカーなどと緊密な協

業体制を取り新製品の拡販及びソリューションサービスの提供を推進し、売上高は 243 百万円になりました。 

 ［情報システム事業］ 

 子会社である株式会社ソフィアモバイルの次世代型電子ＰＯＰ端末（nanica7）販売を展開し、売上高は

33 百万円となりました。 

 ［インターネット関連事業］ 

 子会社のソフィア総合研究所株式会社では、インターネット関連事業・ＥＣサイト構築関連事業を行って

おり、売上高は 650 百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績としましては、売上高が 915 百万円となりました。損益

面におきましては、営業損失 161 百万円、経常損失 198 百万円、四半期純損失 213 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ558百万円減少し、4,861百万円となりました。

これは、受取手形及び売掛金の減少額619百万円等によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ344百万円減少し、1,923百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金の減少額425百万円等によるものであります。 

   純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ200百万円減少し、2,937百万円となり、自己資本比率は
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59.3％となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は 13 百万円（前連結会計期間は 808 百万円

の使用）となりました。前期末子会社ソフィアシステムズの売上集中による売掛金の回収に伴うものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 158 百万円（前連結会計期間は 212 百万

円の使用）となりました。これは、投資有価証券の売却による収入があったものの、投資有価証券の取得、関

連会社株式取得による支出が上回ったこと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） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は 59 百万円（前連結会計期間は 138 百万円

の獲得）となりました。当第１四半期連結会計期間は銀行からの短期借入金の調達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 

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15日に発表いたしました業績予想に変更はあり

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  ②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚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、簿価の切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の定率法に基づく減価償却費については、連結会計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。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況について著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
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タックス・プランニングを利用する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 

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）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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均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、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）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。 

  ③リース取引に関する会計基準の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

引き続き通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
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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 1,761,693 1,839,134

受取手形及び売掛金 1,107,958 1,727,772

有価証券 52,733 60,833

商品 89,654 99,048

製品 97,593 93,975

原材料 44,870 25,014

仕掛品 42,558 53,042

貯蔵品 4,474 6,916

その他 173,685 178,432

貸倒引当金 △23,029 △28,216

流動資産合計 3,352,194 4,055,953

固定資産   

有形固定資産 763,596 761,763

無形固定資産 42,791 24,026

投資その他の資産 702,593 577,693

投資有価証券 534,037 412,968

その他 196,066 192,235

貸倒引当金 △27,510 △27,510

固定資産合計 1,508,982 1,363,484

資産合計 4,861,176 5,419,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 644,847 1,070,658

短期借入金 180,000 100,000

1年内償還予定の社債 196,000 196,000

未払法人税等 4,718 71,901

引当金 29,500 56,000

その他 301,605 206,122

流動負債合計 1,356,670 1,700,682

固定負債   

社債 380,000 400,000

退職給付引当金 176,431 178,093

引当金 － 2,600

その他 10,160 －

固定負債合計 566,592 580,693

負債合計 1,923,263 2,281,376
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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 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 250,397 804,706

利益剰余金 551,472 210,500

自己株式 △19,327 △19,277

株主資本合計 2,890,541 3,103,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,597 △11,341

評価・換算差額等合計 △8,597 △11,341

新株予約権 55,968 45,474

純資産合計 2,937,912 3,138,061

負債純資産合計 4,861,176 5,419,437
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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 915,392

売上原価 692,350

売上総利益 223,042

販売費及び一般管理費 384,114

営業損失（△） △161,072

営業外収益  

受取利息 116

受取配当金 504

為替差益 2,293

債務勘定整理益 1,850

その他 1,204

営業外収益合計 5,967

営業外費用  

支払利息 2,594

持分法による投資損失 39,661

その他 980

営業外費用合計 43,236

経常損失（△） △198,340

特別利益  

投資有価証券売却益 1,691

保険解約返戻金 3,472

持分変動利益 7,616

貸倒引当金戻入額 5,300

特別利益合計 18,081

特別損失  

投資有価証券評価損 4,248

特別損失合計 4,248

税金等調整前四半期純損失（△） △184,507

法人税、住民税及び事業税 3,535

法人税等調整額 25,293

法人税等合計 28,829

四半期純損失（△） △213,337
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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 △184,507

減価償却費 8,949

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,187

その他の引当金の増減額（△は減少） △26,500

受取利息及び受取配当金 △620

支払利息 2,594

投資有価証券評価損益（△は益） 4,248

投資有価証券売却損益（△は益） △1,691

新株予約権の増減額（△は減少） 10,494

持分法による投資損益（△は益） 39,661

持分変動損益（△は益） △7,616

売上債権の増減額（△は増加） 619,813

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,153

未収消費税等の増減額（△は増加） 21,723

その他の資産の増減額（△は増加） 4,610

仕入債務の増減額（△は減少） △425,811

前渡金の増減額（△は増加） △10,930

未払費用の増減額（△は減少） 2,681

未払金の増減額（△は減少） 55,497

預り金の増減額（△は減少） 55,046

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,995

その他の負債の増減額（△は減少） △1,890

小計 120,152

利息及び配当金の受取額 620

利息の支払額 △2,015

法人税等の支払額 △105,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,222

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △152,305

投資有価証券の売却による収入 46,314

有形固定資産の取得による支出 △722

無形固定資産の取得による支出 △5,100

貸付金の回収による収入 637

関係会社出資金の払込による支出 △47,385

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,561
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（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) 

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） 80,000

リース債務の返済による支出 △150

社債の償還による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,799

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,539

現金及び現金同等物の期首残高 1,899,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,814,427
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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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