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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 990 ― 182 ― 187 ― 103 ―

20年3月期第1四半期 661 57.6 272 ― 274 ― 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 27.58 27.52
20年3月期第1四半期 39.80 39.69

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 4,593 3,471 74.8 917.53
20年3月期 4,955 3,625 72.6 960.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,437百万円 20年3月期  3,598百万円

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 ― 70.00 70.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 60.00 60.00

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 1,824 ― 351 ― 362 ― 209 ― 55.86
通期 4,800 32.9 1,190 △5.3 1,200 △6.3 696 △3.8 185.15

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  

税金費用につきましては、法定実効税率による簡便な方法によっております。  

(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、2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  3,746,000株 20年3月期  3,746,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10株 20年3月期  10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  3,745,990株 20年3月期第1四半期  3,738,990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,上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
2.当事業年度より「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１四半期におけるわが国経済は、米国を発端とする株式市場の低迷及び原油・原材料価格の高騰の影響等に

　より、景気の下振れリスクが強まっております。

　情報サービス産業におきましては、引き続き価格引下げ圧力は強いものの、グローバル競争に勝ち抜くための高度

　な情報システム構築ニーズは続いております。

　このような状況のもと、当社は、平成20年４月１日以降開始する事業年度より強制適用されたリース会計基準の変

  更（リースオンバランス化）に対し、いち早く対応製品をリリースする等積極的な営業展開を行った結果、売上高

  990百万円となりました。一方、主力の固定資産システムにおいて、開発作業のテンプレート化等の開発効率化を

  進めているものの、新バージョンリリース後の初期においては開発作業に工数がかかること、一部の不採算案件に

　ついて、その赤字発生見込額を受注損失引当金として計上したことと、また、新機能・新製品の開発のために計画

　通り研究開発費を計上したこと等から、営業利益182百万円、経常利益187百万円、第１四半期純利益103百万円と

　なりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

(1) 資産・負債・純資産の状況

    当第１四半期末における総資産は、法人税等の支払や期末配当金の支払等による現金預金の減少等から、前事業

  年度末に比べ361百万円減少し、4,593百万円となりました。負債につきましては、法人税等の支払による未払法人

  税等の減少等から前事業年度末に比べ207百万円減少し、1,122百万円となりました。

　  なお、純資産額は、前事業年度の剰余金処分による減少があったこと等から前事業年度末に比べ154百万円減少

  し、3,471百万円となり、自己資本比率は74.8％となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況 

　  当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ279百万円減少

  し、1,965百万円（前事業年度末比12.5％減）となりました。

  （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１百万円となりました。これは、主に前事業年度の法人税等の支払額が増加した

  こと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38百万円となりました。これは主に、販売用ソフトウェアのバージョンアップに

  関する無形固定資産の取得が減少し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）

　  財務活動の結果使用した資金は243百万円となりました。これは主に、期末配当金の支払によるものでありま

　す。

３．業績予想に関する定性的情報

　 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ありません。

 

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

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。

 

（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

１．当事業年度より「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。

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準
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　　９号）が適用されたことに伴い、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。

　　なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 
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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 3,189,416 3,469,091

売掛金 535,079 580,395

仕掛品 232,765 300,440

その他 125,787 107,881

流動資産合計 4,083,049 4,457,809

固定資産   

有形固定資産                                                   41,829                     40,379

無形固定資産   

ソフトウエア 185,725 171,288

その他 1,547 1,547

無形固定資産合計 187,272 172,835

投資その他の資産 281,682 284,683

固定資産合計 510,783 497,897

資産合計 4,593,833 4,955,707

負債の部   

流動負債   

買掛金 224,709 200,197

未払法人税等 85,246 450,332

賞与引当金 45,667 46,667

役員賞与引当金 18,750 64,000

受注損失引当金 67,939 32,764

その他 510,375 366,155

流動負債合計 952,688 1,160,117

固定負債   

退職給付引当金 55,991 55,649

役員退職慰労引当金 111,921 111,921

その他 2,225 2,225

固定負債合計 170,137 169,796

負債合計 1,122,825 1,329,913
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 429,200 429,200

資本準備金 394,800 394,800

利益剰余金 2,614,435 2,773,334

自己株式 △22 △22

株主資本合計 3,438,412 3,597,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,363 1,638

評価・換算差額等合計 △1,363 1,638

新株予約権 33,957 26,842

純資産合計 3,471,007 3,625,793

負債純資産合計 4,593,833 4,955,707
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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 990,795

売上原価 568,652

売上総利益 422,143

販売費及び一般管理費                                              239,307

営業利益 182,835

営業外収益  

受取利息 2,572

受取手数料 975

その他 634

営業外収益合計 4,182

経常利益 187,018

特別損失  

固定資産除売却損 96

特別損失合計 96

税引前四半期純利益 186,921

法人税等 83,601

四半期純利益 103,319
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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  

税引前四半期純利益 186,921

減価償却費 21,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341

受注損失引当金の増減額（△は減少） 35,175

受取利息及び受取配当金 △2,693

売上債権の増減額（△は増加） 45,315

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,768

仕入債務の増減額（△は減少） 25,291

前受金の増減額（△は減少） 95,816

その他 18,704

小計 447,996

利息及び配当金の受取額 794

法人税等の支払額 △446,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,803

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 △6,143

無形固定資産の取得による支出 △32,267

その他 79

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,330

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △243,148

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,675

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290

現金及び現金同等物の四半期末残高                                1,965,615
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　　　当事業年度より「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。

 

    （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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 661,215

Ⅱ　売上原価 241,637

売上総利益 419,577

Ⅲ　販売費及び一般管理費 147,168

営業利益 272,409

Ⅳ　営業外収益 1,593

経常利益 274,002

税金等調整前四半期純利益 274,002

税金費用 125,209

四半期純利益 148,793
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（２）（要約）四半期キャッシュ・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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

税引前四半期純利益 274,002

減価償却費 20,757

賞与引当金の減少額 △7,507

役員賞与引当金の減少額 △11,250

退職給付引当金の増加額 247

受取利息及び受取配当金 △587

売上債権の減少額 372,014

たな卸資産の増加額 △133,792

仕入債務の減少額 42,997

その他 89,420

小計 646,303

利息及び配当金の受取額 309

法人税等の支払額 △184,719

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

461,893

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　 △6,466

無形固定資産の取得による支出 △77,388

短期貸付金の回収による収入 110

敷金保証金の増加による支出 △14,396

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△98,140

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

配当金の支払額 △131,173

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△131,173

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 232,579

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,142,570

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,375,150
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６．その他の情報

　(１) 受注及び販売の状況

　     ① 受注状況

品目別

当四半期

（平成21年３月期 第１四半期）

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 597,005 62.9 886,879 52.8

 保守 136,970 116.9 246,498 131.2

 受託開発 33,009 42.3 600 2.8

 運用管理等 46,723 100.2 347 42.9

 合計 813,709 68.3 1,134,325 60.0

   （注）１．金額は販売価額によっております。

　　　　 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　       ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおります。

　       ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。

 

　　③販売実績

品目別

当四半期

（平成21年３月期 第１四半期）

売上高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 800,905 168.7

 保守 110,623 131.7

 受託開発 32,409 57.1

 運用管理等 46,857 102.2

 合計 990,795 149.8

　 (注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　      ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。
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