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(百万円未満切捨て)

(1) 経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 757 △19.0 △116 ― △114 ― △73 ―
19年８月中間期 935 86.5 87 52.7 87 53.9 43 25.3

 20年 ２月期 2,034 ― 242 ― 243 ― 135 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 △5,589 43 ― ―
19年８月中間期 3,332 91 3,159 99

 20年 ２月期 10,376 66 9,852 28

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期―百万円 19年８月中間期―百万円 20年２月期―百万円

(2) 財政状態

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

20年８月中間期 1,402 1,138 81.2 86,575 28

19年８月中間期 1,491 1,146 76.8 87,832 35

 20年 ２月期 1,570 1,240 79.0 94,364 71

(参考) 自己資本 20年８月中間期 1,138百万円 19年８月中間期 1,146百万円 20年２月期 1,240百万円

(3) 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

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 146 △84 △28 643

19年８月中間期 320 △181 △24 720

 20年 ２月期 316 △289 △22 610

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 2,200 00 2,200 00

21年２月期(実績) ― ― ― ―

21年２月期(予想) ― ― 500 00 500 00
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3. 21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載しております業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したもので

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい

ては、３ページ「１ 経営成績(１)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
    

 
  
  
  
  
  

 
  

  

(％表示は対前期増減率)

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

通 期 1,900 △6.6 50 △79.4 50 △79.4 30 △77.9 2,281 72

(1) 中間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（中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 

 

期末発行済株式数 
(自己株式を含む)

20年８月中間期 13,148株 19年８月中間期 13,048株 20年２月期 13,148株

② 期末自己株式数 20年８月中間期 ―株 19年８月中間期 ―株 20年２月期 ―株
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(当中間会計期間の経営成績) 

① 事業部門別の事業経過と成果 

当社のビジネスは、次の３つの事業区分、４つの業務区分から構成されております。 

 
  

＜パッケージソフトウェア事業＞ 

パッケージソフトウェア事業は、ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」、ECサイト

構築パッケージ「SI Web Shopping」、e-Learningパッケージ「SI 作って教材」という３つの自社開

発製品と当社が企画段階から参画したWebベースのERPパッケージ「GRANDIT」を主力としておりま

す。 

 「SI Web Shopping」、「GRANDIT」及び「SI 作って教材」の３製品は、パッケージソフトウェア

の販売・保守、カスタマイズから構成されます。「SI Object Browser」は、カスタマイズがなく利

益率が高いパッケージソフトウェアの販売のみとなります。 

 パッケージソフトウェアの販売・保守は、売上高188,169千円（前年同期比8.9％減）、売上総利益

97,988千円（前年同期比20.5％減）、パッケージソフトウェアのカスタマイズは、売上高500,583千

円（前年同期比24.3％減）、売上総利益100,691千円（前年同期比30.5％減）となりました。 

 パッケージソフトウェア事業全体では、売上高688,752千円（前年同期比20.6％減）、売上総利益

198,679千円（前年同期比25.9％減）となりました。 

＜システムインテグレーション事業＞ 

システムインテグレーション事業は、パッケージソフトウェアに関連しない基幹業務全般のシステ

ム構築を行っております。 

 パッケージソフトウェア関連事業への人的リソース集中のため意図的に抑える方針としており、当

中間会計期間は、売上高16,351千円（前年同期比31.9％減）、売上総利益4,200千円（前年同期比

55.0％減）となりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

事業部門 業務区分 業務内容

パッケージソフトウェ

ア事業

パッケージソフトウェ

アの販売・保守

自社で企画から開発、サポート及びマーケティングに至るまで

一貫して行うパッケージソフトウェアの開発及び販売並びにERP

パッケージ「GRANDIT」の販売 

＜主要パッケージソフトウェア＞

・ソフトウェア開発支援ツール 「SI Object Browser」

・ECサイト構築パッケージ 「SI Web Shopping」

・e-Learningパッケージ 「SI 作って教材」

・ERPパッケージ 「GRANDIT」

パッケージソフトウェ

アのカスタマイズ

自社開発パッケージ及びERPパッケージ「GRANDIT」のカスタマ

イズ（ユーザーのニーズに合わせて変更）

システムインテグレー

ション事業

システムインテグレー

ション
パッケージソフトウェアに関連しないシステム構築

 コンサルティング事業 コンサルティング ERP導入やECサイト構築に関するコンサルテーション提供
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＜コンサルティング事業＞ 

コンサルティング事業は、「SI Web Shopping」、「GRANDIT」の導入に関するコンサルテーション

を中心に行っております。 

 当中間会計期間は、売上高52,695千円（前年同期比19.7％増）、売上総利益6,824千円（前年同期

比63.9％減）となりました。 

  

以上により、当中間会計期間の業績は、売上高757,798千円（前年同期比19.0％減）、営業損失

116,204千円（前年同期は営業利益87,293千円）、経常損失114,747千円（前年同期は経常利益87,371千

円）、中間純損失73,489千円（前年同期は中間純利益43,487千円）となりました。 

  

事業部門別の売上高及び売上総利益について、前期比較表及び推移グラフを以下に示します。 

  

事業部門別の売上高 

ａ．前期比較 

 
  

  

ｂ．前中間期、当中間期及び当期計画の推移 

 

事業部門

前中間会計期間 当中間会計期間

前年同期比
(％)

(自 平成19年３月１日 (自 平成20年３月１日

至 平成19年８月31日) 至 平成20年８月31日)

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 パッケージソフトウェア事業 867,941 92.7 688,752 90.9 79.4

 パッケージソフトウェアの販売・保守 206,511 22.0 188,169 24.8 91.1

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 661,429 70.7 500,583 66.1 75.7

 システムインテグレーション事業 24,004 2.6 16,351 2.2 68.1

 コンサルティング事業 44,016 4.7 52,695 6.9 119.7

合計 935,961 100.0 757,798 100.0 81.0
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事業部門別の売上総利益 

ａ．前期比較 

 
  

  

ｂ．前中間期、当中間期及び当期計画の推移 

 

  

事業部門

前中間会計期間 当中間会計期間

前年同期比
(％)

(自 平成19年３月１日 (自 平成20年３月１日

至 平成19年８月31日) 至 平成20年8月31日)

売上総利益
(千円)

構成比(％)
売上総利益 
(千円)

構成比(％)

 パッケージソフトウェア事業 268,271 90.5 198,679 94.7 74.1

 パッケージソフトウェアの販売・保守 123,299 41.6 97,988 46.7 79.5

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 144,972 48.9 100,691 48.0 69.5

 システムインテグレーション事業 9,339 3.1 4,200 2.0 45.0

 コンサルティング事業 18,918 6.4 6,824 3.3 36.1

合計 296,529 100.0 209,704 100.0 70.7
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② 主要パッケージソフトウェアの事業状況 

＜ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」関連＞ 

「SI Object Browser」は、「ソフトウェア開発の近代化」というテーマ実現のためのソフトウェ

ア技術者向け開発支援ツール群です。日本の少子化、若者のエンジニア離れ、海外技術者との競合な

どにより、日本のソフトウェア開発の近代化が求められるなか、生産性向上を実現する総合開発支援

ツール群として拡充し続けています。 

 現在は、データベース開発支援ツール「SI Object Browser」、データベース設計支援ツール

「SI Object Browser ER」の２製品が主力となっており、さらに、第３の製品となるアプリケーショ

ン開発支援ツール「SI Object Browser AP」のJava版を平成20年２月にリリースしました。また海外

展開の第一歩として「SI Object Browser 中国語版」及び「SI Object Browser ER 中国語版」を平

成20年２月から中国市場にて販売を開始しております。これらラインナップの拡充により、本事業は

堅調に成長を続けております。 

 当事業年度下期には「SI Object Browser SQL Server版」をリリースし、これまでのOracleユーザ

だけでなくMicrosoftユーザにも対象を広げることにより、新たな市場が拡大するものと見込んでお

ります。 

 さらに新製品としてプロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」の販売を当事業年度下期に

予定しており、今後の業績向上に寄与すると見込んでおります。ソフトウェア業界における「工事契

約に関する会計基準」の適用により、第４の柱に成長できる重要製品と位置づけて新しい市場を開拓

していく方針を立てております。 

  

＜ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」関連＞ 

ネットショッピング市場の広がりやECサイト構築におけるパッケージソフトウェア利用度の高まり

を背景に順調に売上が伸びております。今後もこのまま堅調にECパッケージ市場は拡大すると見込ん

でおります。そうした状況から、コンシューマ向け（B to C版）の新バージョン（Ver10.0）を当事

業年度下期に販売を予定しております。 

 新バージョンは、より大規模なサイトへの適用が可能で、大手企業のリプレース需要を取り込ん

で、今後の業績向上に寄与するものと見込んでおります。 

 また、「SI Object Browser」に続いて、「SI Web Shopping」の中国語版も中国において販売を開

始いたしました。中国が生産拠点から市場へと転換する大きな流れを捉え、手始めに日系企業、続い

てローカル企業へと販売を拡大していく計画としております。 

  

＜ERPパッケージ「GRANDIT」関連＞ 

当社の「GRANDIT」関連ビジネスは、Web-ERPという新時代のERPであることが評価され、これまで

堅調に売上高を伸ばしてまいりました。しかし、ERPビジネスは市場環境の影響を受けやすく、当中

間会計期間においてはサブプライムローン問題に端を発した景気後退を背景に、顧客企業が情報化投

資を抑制する傾向が見受けられます。この影響を受けて当社の業績も昨年度を下回って推移してお

り、下期は少し回復するものの上期の低迷をカバーするには至らないと見込んでおります。 

 そのなかで当社が独自に用意するGRANDIT業種別テンプレート「製造業向けソリューション」を製

作しており、当事業年度下期に製造業に対して「GRANDIT」を導入する際のキラーコンテンツとして

販売していく予定であります。これを突破口として、間接受注を中心としたビジネス形態に加えて直
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販での受注獲得を増加させ、ビジネス拡大に努めてまいります。 

  

  

  

主要パッケージソフトウェア別の売上高 

ａ．前期比較 

 
  

ｂ．前々中間期、前中間期及び当中間期の推移 

 

  

区分

前中間会計期間 当中間会計期間

前年同期比
(％)

(自 平成19年３月１日 (自 平成20年３月１日

至 平成19年８月31日) 至 平成20年８月31日)

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 「SI Object Browser」関連 154,163 16.5 159,896 21.1 103.7

「SI Web Shopping」関連 281,030 30.0 284,817 37.6 101.3

「SI 作って教材」関連  4,758 0.5 14,755 1.9 310.1

 「GRANDIT」関連 461,008 49.3 281,994 37.2 61.2

 システムインテグレーション他 35,000 3.7 16,335 2.2 46.7

合計 935,961 100.0 757,798 100.0 81.0
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（当期の見通し） 

当中間会計期間の業績は、新製品開発に伴う研究開発費の増加などにより純損失の計上となりまし

た。  

 当事業年度下期は、「SI Web Shopping」の新バージョン（Ver10.0）及び「SI Object Browser」シ

リーズの新製品となるプロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」等のリリースを予定しており

ます。  

 「SI Object Browser PM」は、次期主力製品として今後の売上高に寄与するものと見込んでおり、ま

た、製品自体を自社にも導入し開発プロジェクトの利益率向上を図ります。「SI Web Shopping」

Ver10.0ではカスタマイズ効率を大幅に向上させており、これによる販売本数の増加及びカスタマイズ

案件の利益率向上を見込んでおります。海外市場への展開にとしては、既にリリースした

「SI Object Browser 中国語版」、「SI Web Shopping 中国語版」の中国市場への浸透を続けてまいり

ます。  

 当事業年度上期に積極的に行った研究開発も下期には一段落しますので、これら研究開発費をはじめ

として更なる販売管理費の抑制を図るとともに、「SI Object Browser PM」利用によるプロジェクト利

益率向上化により当事業年度下期の業績回復に努めてまいります。  

 以上により、当事業年度の業績見通しは、平成20年８月19日に発表いたしました業績予想からの変更

はございません。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前事業年度末に比べ159,450千円減少し1,122,351千円となりました。これは主として、

現金及び預金の増加33,092千円、売掛金の減少336,453千円、たな卸資産の増加90,909千円などによる

ものであります。前事業年度末に急増した売掛金が期日どおり回収されたことにより、現金及び預金の

増加、売掛金の減少となっております。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ8,521千円減少し279,713千円となりました。これは主として、ソフ

トウェアの増加7,174千円、権利金の減少9,999千円などによるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ167,972千円減少し1,402,065千円となりました。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ65,556千円減少し263,773千円となりました。これは主として、買

掛金の減少4,976千円、未払法人税等の減少54,294千円などによるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ102,415千円減少の1,138,291千円となりました。これは、中間純

損失の計上73,489千円、剰余金の配当28,925千円により繰越利益剰余金が102,415千円減少したことに

よるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、643,733千円と前事業

年度末に比べ33,092千円の増加となっております。主な要因は以下のとおりです。 

（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146,132千円となりました。これは主に売上債権の減少額336,453千円

等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額90,909千円、法人税等の支払額53,560千円等の資金減少要因

を上回っ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84,782千円となりました。これは有形固定資産の取得による支出645

千円、パッケージソフトウェアの著作権等無形固定資産の取得による支出84,137千円等によるものであ

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28,257千円となりました。これは配当金の支払いによるものでありま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．株式時価総額は、中間期末(期末)株式終値×中間期末(期末)発行済株式総数により算出しております。 

２．平成18年２月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式は未上場であったため記載しておりません。 

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、上記いずれの

期においても有利子負債が存在しないため記載しておりません。 

  

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しております。事業拡大に向けた内部留保も

考慮したうえで、業績連動型の配当を実施する方針としており、年間20％程度の配当性向を目処に、株

主への利益還元を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、平成21年２月期の年間配当は500円を予定しており、配当性向は22％となっておりますが、業

績の変動により配当金額は変動する可能性があります。 

  

① 競合について 

当社が開発するパッケージソフトウェアは、市場として高い成長が見込まれる分野を前提にしており

ます。そのため、どの分野においても競争は激しく各々競合が発生します。当社も様々なマーケティン

グや企業との協業を推進して他社との差別化を図るよう努力をしておりますが、限られた人員を各分野

に分散しなければなりません。そのため、マーケティング力で勝る企業やより高い技術、画期的なコン

セプトを持った製品が出現した場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期

自己資本比率 (％) 61.9 74.1 79.0 81.2

時価ベースの自己資本比率 (％) ― 242.5 139.9 65.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― ― ―

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク
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② 新技術への対応 

IT業界は技術革新が早く、新技術、新サービスが常に生み出されております。当社は、競争力のある

製品を提供しつづけるために最新技術を適時採用しております。この実践のため、当社は高度な技術を

有したエンジニアを継続的に採用するとともに、技術教育に重きを置いて新卒及び中途採用者を短期間

で育て上げるようにしております。また、既存社員に対する教育の充実を図り、エンジニア全員がタイ

ムリーに新技術のスキルを身につけられるようにしております。 

 しかしながら、当該エンジニアを今後十分に確保できない場合、また新技術をタイムリーに製品開発

に取り入れることに失敗した場合などには、当社の提供する製品は陳腐化し、競合他社に対する競争力

の低下や機会損失が発生しかねません。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性が

あります。 

  

③ トラブルについて 

ECサイト上での企業と消費者間、又は企業間の取引においては、違法な取引やセキュリティ問題など

のトラブルが発生する可能性があります。このようなトラブルが、当社のECサイト構築パッケージソフ

トである「SI Web Shopping」によって構築されたサイト上で行われる、又は発生する可能性もありま

す。かかる事態が生じた場合、問題行為を行った当事者だけではなく、当該サイトを構築・運用するた

めのソフトウェアを提供したとして、当社が損害賠償請求も含めて責任を追及され、又は問題の解決を

迫られることもありえます。このような事態が生じた場合、その解決にかかる費用が発生し、当社の業

績は影響を受ける可能性があります。 

  

④ 製品の重大な不具合(バグ)による信用の低下について 

プログラムの不具合であるバグを無くすことは重要な課題ですが、ハードウェアや基本ソフトなどの

環境との相性もあり、皆無にするのは難しいと一般的に言われています。当社は、このようなバグを発

生させないよう、開発の最終段階で念入りなテストを行い、品質を確保するようにしています。製品の

信頼性を高めることが、長期的なユーザーの獲得につながるものと考えております。 

 しかし、念入りなテストを行ったとしても、予期し得ない重大なバグを内在したまま販売する可能性

がなくなるわけではありません。製品を販売した後に重大なバグが発生した場合、当社の製品の信用が

低下して業績に影響を受ける可能性があります。 

  

⑤ 新製品開発について 

当社のパッケージソフトウェア戦略は、単一の製品に依存するのではなく、次々と新製品を企画・開

発する方針であります。しかしながら、新しい分野に投入した製品が十分な収益を上げるまでにはある

程度の期間がかかります。場合によっては、市場の見誤りや競合製品との競争の激化などにより、販売

が低迷する可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社はそれまでに開発に要した投資を回収で

きず、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 
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⑥ 知的所有権について 

パッケージソフトウェア事業では、開発した製品が他社の特許又は知的財産権を侵害する可能性が無

いとは言えません。特許を含む知的財産権侵害により第三者から製品の販売中止などの提訴をされ敗訴

した場合、製品の販売中止や回収を命じられることもありえます。また、販売開始後、当社製品が他社

の知的財産権に抵触することが発覚した場合、当社はロイヤルティの支払いが必要な使用権許諾を得な

ければなりません。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑦ 開発体制について 

パッケージソフトウェアは、常に新技術を取り入れながら企画・開発されております。このため、社

内のエンジニアは、高度な技術力が要求され、次々と新しい技術を習得し続ける必要があります。当社

は、新規採用によるエンジニアの拡充、及び資格取得制度やチューター制度、社内勉強会などによる社

員教育に力を入れております。しかし、技術の移り変わりが激しくエンジニアの育成が間に合わない場

合、又はこれらエンジニアの社外流出が生じた場合は、開発作業に重大な影響を及ぼし、将来的に競争

力のある製品をタイミング良くリリースできなくなる可能性があります。かかる事態が生じた場合、当

社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑧ 収益体質の維持について 

当社は堅実な経営こそが企業の成長につながると考え、管理部門の人員を極力抑制し間接コストの低

減に努めつつ開発人員を増強する中、社員に対する教育や管理が行き届かなくなる可能性があります。

また、新しいメンバーの比率が高くなることにより、現状に比べて社風の浸透や職場環境の維持に障害

が発生する可能性もあります。その結果、プロジェクトの採算悪化、赤字プロジェクト増加などを招く

恐れもあります。かかる事態が発生した場合は、現在の収益体質を維持するのが困難になる可能性があ

ります。 

  

⑨ 売上構成比率の変化について 

当社はパッケージソフトウェアの販売・保守業務とパッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンサ

ルティング、システムインテグレーションという請負開発業務の両方を行っています。前者は高収益が

見込まれる利点、後者は安定して収益が見込まれる利点があります。当社は、今後もこの２つを適度な

バランスで展開し、市場景気の変動に柔軟に対応できる事業体制を維持して行く予定です。今後もこの

２業務を継続して推し進める限り、それぞれの業務において次のようなリスクがあります。 

 パッケージソフトウェアの販売・保守業務は、開発した製品が好調に推移すれば高収益が見込まれる

半面、低調に終われば開発費用、広告宣伝費を回収できない恐れがあり、損失が発生する可能性があり

ます。パッケージソフトウェアのカスタマイズなどの請負開発業務は、プロジェクトが予想より遅れ、

予定していた利益が確保できない可能性があります。 
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⑩ 売上及び利益の集中について 

ERPパッケージ「GRANDIT」関連の受託案件は、基幹業務システムということもあり企業の会計年度の

開始に合わせて本番稼動となる場合が多い状況です。これにより、当社の「GRANDIT」関連の売上及び

利益は、決算月に集中する傾向があります。そのため、開発及びサポートのピークが重なり、要員の確

保や配置が困難になったり、管理が不十分となる可能性があります。ピークをカバーできない状況とな

った場合、それが受注辞退やプロジェクトの採算性低下などにつながり、当社の業績は影響を受ける可

能性があります。 

  

⑪ 調達資金の使途について 

東京証券取引所マザーズ上場に伴う公募増資で調達した資金は、当面は新製品の開発及び既存製品の

バージョンアップ費用に充当します。また、営業人員や技術者の採用と育成及び研究開発費用、広告宣

伝費にも充当する方針であります。 

 現時点の資金計画は上記のとおりでありますが、IT業界は変化の速度が速く、競合各社も協業や合併

を行っている状況であるため、当社の事業投資が上記以外の目的に使用される可能性があります。 

  

⑫ ストックオプションについて 

当社は、経営参画意識の向上と業績に対する意識や士気を高めることを目的として、平成13年改正旧

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）を役員へ付与して

おります。平成20年８月31日現在、同ストックオプションによる潜在株式は700株であり、発行済株式

総数13,148株の5.3％に相当しております。 

 当ストックオプションが権利行使された場合には、新株式が発行され株式価値の希薄化が生じる可能

性があります。 

  

⑬ 訴訟ないし法的権利行使の可能性について 

インターネットを利用した事業は比較的新しい分野であり、これらに関する法的紛争、判例等もまだ

限定的であります。現在のところそのような事実はありませんが、当社の製品やソフトウェアプログラ

ムあるいはインターネット全般に関する技術等について、第三者より権利の侵害請求に関する訴訟を提

訴される可能性があります。かかる事態に陥った場合、当社は当然に、法的手段により防衛・解決に努

力いたしますが、敗訴等となった場合には当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、ハッカーやコンピュータウィルスなどによるシステム障害が生じた場合、当社製品の利用者に

一定の損害を与えることから損害賠償等が提起される可能性もあります。このような事態に対応するた

め、法的防御の観点より、当社製品の使用許諾書に免責事項を入れておりますが、上記と同様に敗訴等

となった場合には当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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該当事項はありません。 

  

  

２ 企業集団の状況
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当社は、パッケージソフトウェアを企画・開発し、その販売・保守、カスタマイズ（ユーザーのニー

ズに合わせて変更）を基幹事業としています。また、パッケージ事業を補完する形で、関連分野のコン

サルティング及びシステムインテグレーションなども行っています。時代のニーズを捉えたソフトウェ

ア製品を企画・開発し、効果的なマーケティングにより直接及び間接販売で拡販するということが当社

事業の核となります。 

 当社の掲げる経営方針は、「風通しの良い相互尊重の精神あふれる職場環境をみんなで作る。その働

きやすい雰囲気の中で創造力・技術力を常に高め、品質の高いソリューションをお客様に提供し続け

る」というものです。“風通しの良い、相互尊重の精神”という部分を先頭に掲げている点に、当社な

りの考え方があります。もちろん企業は“顧客満足度の向上”というものが最重要課題となるのです

が、それを実現するためには“働き易い職場環境”というものが不可欠と考えています。 

 ITは創造力や技術力を必要とする仕事ですが、良い発想・アイデアが生まれるためには良い環境が必

要です。そして、その環境は与えられるものではなく、みんなで造りだして行くものだということを経

営方針にしております。 

  

当社は、成長性と収益性を重視しており、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と位

置付けております。売上高の拡大は、当社の成長過程において重要課題と認識しております。また、自

社パッケージソフトウェアの充実及びプロジェクト管理の徹底による売上高経常利益率の向上を目指し

てまいります。 

 個別の経営指標としては、事業部門別と製品別の両面で成長率と利益率を注視しています。 

 ・事業部門別売上高と売上総利益の推移 

 ・製品（パッケージソフトウェア）別の売上高推移 

 また、会社の健全性を表すものとして、次のような指標も重視しています。 

 ・赤字プロジェクトの発生状況と発生率の推移 

 ・プロジェクト開発の粗利率の推移 

 ・従業員数の推移と退職率 

 ・ソフトウェア勘定の残高推移 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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当社は、株主を大切にして、多くの人々に信頼される企業になることを決意しています。そのために

は、良い情報だけでなく悪い情報も正しく伝える姿勢が大切だと考えております。また、当社が重要視

している経営指標の推移を積極的に情報公開し、財務諸表だけでは分かりにくい経営状況を数値的な根

拠のもとにお伝えします。 

 当社は、わかりやすい情報公開を目指しています。型どおりの文章で体裁を整えるのではなく、でき

るだけわかりやすい言葉で経営状況を伝えます。また、さまざまな数値データを用い、理解しやすいよ

うに表やグラフにして、単年度だけでなく数年間の推移を表すようにしています。 

 このように具体的な数値を公表する方針は、継続が大切です。今後、万一経営状態が悪くなった際

も、それを隠すのではなく、むしろそういう時こそ正しく公表すべきと考えています。当期業績は厳し

い状況が続いておりますが、さまざまな指標を公表することにより、改善に向け厳しく取り組んでゆく

ことができると考えております。 

  

当社のパッケージソフトウェアビジネスの戦略は「Catch and Grow」であります。単一のパッケージ

に依存するのではなく、時代のニーズをいち早く捉え（Catch）、新製品を次々と企画・開発していき

ます。 

市場の拡大が見込めると判断したパッケージソフトウェアには開発要員を集中し、バージョンアップ及

びラインナップ強化を行います。そして、その分野におけるデファクトスタンダード製品に育ててまい

ります（Grow）。 

 この戦略の利点は、事業のリスク分散を図ると同時に、複数の幹を太くしてトータル収益を拡大でき

る点にあります。当期においては、「SI Object Browser PM」という新製品リリースがCatch、

「SI Web Shopping Ver10」と「SI Object Browser SQL Server版」リリースがGrowの戦略になりま

す。  

  

① ソフトウェア開発の近代化 

ソフトウェア業界の生産性は、ハードウェア業界に比べて伸び悩んでおります。これはソフトウェア

開発の現場で相変わらず旧態依然の方法で開発作業がなされていることがあげられます。当社の

「SI Object Browser」シリーズはこのような状況を打開して、ソフトウェアの開発生産性を向上させ

るためのツール群であります。当社においても、プロジェクト管理力の向上は恒常的なテーマであり、

その切り札として「SI Object Browser PM」を９月から社内利用を開始いたしました。今後もこのよう

な効率化ツールを積極的に評価・採用し、開発生産性の向上に努めてまいります。 

  

(3) IR方針

(4) 中長期的な会社の経営戦略

(5) 会社の対処すべき課題
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② プロジェクト管理の強化 

当社のパッケージソフトウェアのカスタマイズ及びシステムインテグレーション事業においては、

「赤字プロジェクトの発生」が業績に大きく影響してきます。このため、赤字プロジェクトの削減、撲

滅は会社としての重要課題です。 

 当中間会計期間の赤字金額比率（赤字金額／粗利総額）は、31.2％と、前期4.6％と比べて大幅に悪

化しております。こうした状況に対処するべく、本年９月１日付けで、従来の社内プロジェクトとして

のＰＭＯを専門組織として独立させ、今後より一層の品質及びプロジェクトの監視・管理体制を強化

し、赤字プロジェクトの削減、撲滅に努めてまいります。また現在新製品として開発中のプロジェクト

管理ツール「SI Object Browser PM」を販売と同時に自社導入して抜本的な強化を行う予定でありま

す。 

  

グラフ４：赤字プロジェクトの発生状況（対象：赤字金額1,000千円以上） 

 

  

③ 従業員増加に伴うプロジェクト利益率の低下防止 

当社は、パッケージソフトウェアの販売・保守業務とパッケージソフトウェアのカスタマイズ、コン

サルティング、システムインテグレーションという請負開発業務の両方を行っています。前者は利益率

の高い事業ですが、売上金額自体は後者の開発プロジェクトの方が大きく、その利益率が重要な経営指

標となります。  

 当社は、売上拡大に伴い従業員数も増加しており、そのプロジェクト利益率に対する影響も検討課題

となります。新しく加わった社員の育成・指導には相応の期間が必要となるため、それが利益率低下の

要因となりうるからです。  

 当中間会計期間は、従業員数が79名から95名に急増したことも利益率悪化の一因と考えておりま

す。  

 なお、下期においては新規採用を抑制しつつ、プロジェクト管理の徹底と効果的な社員教育を実践す

ることで、赤字・不採算プロジェクトを撲滅し、中期的にプロジェクトの平均利益率を向上させること

を経営課題としております。 
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④ マーケティング力の強化 

パッケージビジネスの成功のためには、マーケティングとセールスの強化が必要不可欠となります。

これまではセールス体制の強化に重点を置き、多くの企業に当社製品の販売パートナーになっていただ

いております。今後はマーケティング体制を強化し、より戦略的なマーケティングが可能な体制を整備

してまいります。 

  

⑤ 人材の採用と育成 

事業展開を行う上で、人材の採用と育成は重要な課題となります。当社の基本理念である「社員全員

が一流の技術者」というコンセプトを維持しつつ、新卒採用と中途採用両方で優秀な人材を確保する必

要があります。 

 また、採用以上に大切なのは人材の育成です。現時点では社内教育制度により、比較的十分な育成が

行えていると考えておりますが、社員が増えてもこれまでと同等以上の充実した社内教育が行えるよう

に人材の育成制度を整備してまいります。 

 社員数の増加によるひずみが社内に発生しているかどうかの1つの指標として退職率にも注目してい

ます。経営方針の浸透と社員教育により社員のモチベーションの向上を図り、より一層魅力的な会社に

し退職率を下げることを経営課題としております。 

  

グラフ５：従業員数の推移と退職率 
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⑥ パッケージの強化 

当社のパッケージビジネスは、特定分野に依存せずに市場の広がる分野にパッケージソフトウェアを

投入することを特徴としておりますが、それは各分野で競合製品と厳しい競争に打ち勝たなければなら

ないことを意味しています。また、時代ニーズの変動も早く、継続して機能強化・改良に努めなければ

なりません。  

 パッケージビジネスはその分野でトップシェアを獲得することが非常に重要となることから、パッケ

ージソフトウェア開発及びマーケティングに特に注力し、当社製品がそれぞれの分野で№１になるため

のパッケージ強化を計画的に行ってまいります。  

 パッケージソフトウェアの開発・バージョンアップの当期実績及び計画を表３に示します。  

 
表３：当期のパッケージソフトウェア開発実績及び計画(平成20年10月15日現在) 

  

  

  

⑦ パッケージソフトウェアの海外展開 

平成18年８月に設立したMIJS（メイド・イン・ジャパン・ソフトウェア）コンソーシアムは平成20年

８月末現在28社の企業が参加しております。これは国内のトップクラスのパッケージを持つベンダ数社

が協力し、日本のソフトウェアを海外にアピールするとともに連携を図っていくというものでありま

す。 

 この新しい枠組みを利用して、「SI Object Browser 」に引き続き「SI Web Shopping」の中国語版

も中国での販売を開始しております。これらの実施による直接投資は少額なためリスクは小さいもの

の、提携先との信頼関係、販売力の強化及び知的財産の取扱が重要です。既に多くの企業と接触し準備

は完了したため、今後はより積極的かつ具体的な展開を行う予定であります。 

  

⑧ 内部統制システムの強化 

当社は、健全経営こそが企業を長期繁栄に導くと考えており、内部統制システムの強化を重要な経営

課題としております。その基本理念にもとづいて平成19年２月に「内部統制システムの基本方針」を策

定更には平成20年４月に改定を行い、具体的な指針として「リスク管理規程」、「経営危機管理規程」

及び「適時開示規程」を制定しております。 

 また、平成20年8月にはプライバシーマークを取得し、より強固な情報管理体制を確立いたしまし

た。 

 今後は、これらの新しいルールを遵守し実行するために、社員教育や啓蒙活動を行ってまいります。

  

製品 発売時期 内容

(実績) SI Web Shopping 中国語版 平成20年７月 新発売

SI Object Browser ER Ver5.0 平成20年７月 メジャーバージョンアップ

GRNDIT 生産管理パッケージ 平成20年９月 新発売

(計画) SI Web Shopping Ver10.0 下期予定 メジャーバージョンアップ

SI Object Browser PM Ver1.0 下期予定 新発売

SI Object Browser SQL Server 版 下期予定 新発売
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該当事項はありません。 

  

  

  

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 720,858 643,733 610,640

 ２ 売掛金 245,382 157,519 493,973

 ３ たな卸資産 169,359 225,810 134,900

 ４ 繰延税金資産 ― 78,634 ―

 ５ その他 ※２ 49,542 17,160 43,769

   貸倒引当金 △50 △507 △1,483

   流動資産合計 1,185,093 79.5 1,122,351 80.0 1,281,802 81.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 13,587 11,690 13,459

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 174,790 175,124 167,949

  (2) 権利金 90,000 ― 80,000

  (3) その他 170 70,170 170

   無形固定資産合計 264,960 245,294 248,119

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 31,784 22,728 26,656

    貸倒引当金 △4,042 ― ―

   投資その他の 
   資産合計

27,741 22,728 26,656

   固定資産合計 306,290 20.5 279,713 20.0 288,235 18.4

   資産合計 1,491,383 100.0 1,402,065 100.0 1,570,037 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 70,038 94,467 99,443

 ２ 未払金 103,853 ― 36,974

 ３ 未払法人税等 41,875 1,979 56,273

 ４ 賞与引当金 50,770 66,248 60,038

 ５ 受注損失引当金 12,714 7,142 550

 ６ その他 ※２ 66,096 93,936 76,050

   流動負債合計 345,347 23.2 263,773 18.8 329,330 21.0

   負債合計 345,347 23.2 263,773 18.8 329,330 21.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 357,072 23.9 358,402 25.6 358,402 22.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 347,072 348,402 348,402

   資本剰余金合計 347,072 23.3 348,402 24.8 348,402 22.2

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    別途積立金 26,000 26,000 26,000

    繰越利益剰余金 415,892 405,487 507,903

   利益剰余金合計 441,892 29.6 431,487 30.8 533,903 34.0

   株主資本合計 1,146,036 76.8 1,138,291 81.2 1,240,707 79.0

   純資産合計 1,146,036 76.8 1,138,291 81.2 1,240,707 79.0

   負債純資産合計 1,491,383 100.0 1,402,065 100.0 1,570,037 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 935,961 100.0 757,798 100.0 2,034,412 100.0

Ⅱ 売上原価 639,431 68.3 548,094 72.3 1,372,040 67.4

   売上総利益 296,529 31.7 209,704 27.7 662,371 32.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 209,235 22.4 325,908 43.0 420,115 20.7

   営業利益又は営業 
   損失（△）

87,293 9.3 △116,204 △15.3 242,255 11.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 77 0.0 1,456 0.2 862 0.1

   経常利益又は経常 
   損失（△）

87,371 9.3 △114,747 △15.1 243,118 12.0

Ⅴ 特別利益 97 0.0 976 0.1 ― ―

Ⅵ 特別損失 13,117 1.4 ― ― 14,167 0.7

   税引前中間(当期) 
   純利益又は税引前 
   中間純損失（△）

74,350 7.9 △113,771 △15.0 228,950 11.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

39,498 476 101,898

   法人税等調整額 △8,635 30,862 3.3 △40,758 △40,282 △5.3 △8,445 93,452 4.6

      中間(当期)純利益 
    又は中間純損失 
      (△）

43,487 4.6 △73,489 △9.7 135,498 6.7
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計資本

準備金

資本
剰余金 
合計

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644 1,128,644

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― ― △26,096 △26,096 △26,096 △26,096

 中間純利益 ― ― ― ― 43,487 43,487 43,487 43,487

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― 17,391 17,391 17,391 17,391

平成19年８月31日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 415,892 441,892 1,146,036 1,146,036

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計資本

準備金

資本
剰余金 
合計

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 507,903 533,903 1,240,707 1,240,707

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― ― △28,925 △28,925 △28,925 △28,925

 中間純利益 ― ― ― ― △73,489 △73,489 △73,489 △73,489

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― △102,415 △102,415 △102,415 △102,415

平成20年８月31日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 405,487 431,487 1,138,291 1,138,291
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

  
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 398,500 424,500 1,128,644 1,128,644

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,330 1,330 1,330 ― ― ― 2,660 2,660

 剰余金の配当 ― ― ― ― △26,096 △ 26,096 △ 26,096 △26,096

 当期純利益 ― ― ― ― 135,498 135,498 135,498 135,498

事業年度中の変動額合計(千円) 1,330 1,330 1,330 ― 109,402 109,402 112,062 112,062

平成20年２月29日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 507,903 533,903 1,240,707 1,240,707
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
要約キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税引前中間(当期)純利益     
   又は税引前中間純損失（△）

74,350 △113,771 228,950

   減価償却費 57,828 59,119 117,203

   賞与引当金の増加額 6,611 6,210 15,879

   貸倒引当金の増減額 
   (△：減少)

△97 △976 1,336

   受注損失引当金の増減額 
   (△：減少)

9,044 6,592 △3,120

   受取利息及び受取配当金 △3 △8 △4

   有価証券利息 ― △639 △455

   投資有価証券評価損 7,500 ― 7,500

   ソフトウェア評価損 5,617 ― 6,667

    売上債権の増減額(△：増加)  241,763 336,453 △6,827

   たな卸資産の増減額 
   (△：増加)

△24,125 △90,909 10,332

   未収消費税等の増減額 
   (△：増加)

689 △2,193 689

   仕入債務の増減額(△：減少) 3,235 △4,976 32,641

   未払消費税等の増減額 
   (△：減少)

11,167 △28,769 28,769

   前受金の増減額(△：減少) △1,448 11,103 △17,216

   その他 △10,046 21,810 3,312

    小計 382,086 199,044 425,657

   利息及び配当金の受取額 3 647 459

   法人税等の支払額 △61,235 △53,558 △109,794

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

320,854 146,132 316,322

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有価証券の取得による支出 ― △599,360 △389,544

   有価証券の償還による収入 ― 599,360 389,544

   有形固定資産の取得による 
   支出

△1,374 △645 △7,312

   無形固定資産の取得による 
   支出

△176,225 △84,137 △278,165

   敷金保証金の預入による支出 △3,800 ― △3,800

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△181,400 △84,782 △289,278

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 ― ― 2,660

   配当金の支払額 △24,844 △28,257 △25,312

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△24,844 △28,257 △22,652

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 114,609 33,092 4,391

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 606,249 610,640 606,249

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 720,858 643,733 610,640
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

―

(1)有価証券

   満期保有目的の債券

     償却原価法（定額法）

(1)有価証券

   満期保有目的の債券

     償却原価法（定額法）

    その他有価証券    その他有価証券    その他有価証券

   時価のないもの

 移動平均法による

原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

  仕掛品

個別法による原価法

(2) たな卸資産

  仕掛品

同左

(2) たな卸資産

  仕掛品

同左

  貯蔵品

最終仕入原価法

  貯蔵品

同左

  貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法

但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物  ３年～50年

工具器具及び備品

４年～15年

(1) 有形固定資産  

同左

(1) 有形固定資産  

同左

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資

産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却

の方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による

当中間会計期間の損益に

与える影響は軽微であり

ます。

―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴

い、当事業年度より、平

成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 なお、この変更による

当事業年度の損益に与え

る影響は軽微でありま

す。

㈱システムインテグレータ（3826）　平成21年２月期　中間決算短信（非連結）

－27－



項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

― (追加情報)    

  法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以

前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上して

おります。 

  なお、これによる当中

間会計期間の損益に与え

る影響は軽微でありま

す。

―

(2) 無形固定資産

  定額法

なお、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込販売有効期間

(３年)、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における見込利用可能

期間(５年)に基づく定額

法 を 採 用 し て お り ま

す。  

 また、権利金について

は、契約期間（５年）で

償却しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給す

る賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左
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項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

(3) 受注損失引当金

請負契約に係る開発案

件のうち、中間会計期間

末時点で将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについて

は、将来の損失に備える

ため、中間会計期間末以

降に発生が見込まれる損

失額を計上しておりま

す。

(3) 受注損失引当金

同左

(3) 受注損失引当金

請負契約に係る開発案

件のうち、期末時点で将

来の損失が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能な

ものについては、将来の

損失に備えるため、翌期

以降に発生が見込まれる

損失額を計上しておりま

す。

４ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キャ

ッシュ・フロー計算

書)における資金の

範囲

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左

 

同左

 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

― （中間貸借対照表）

１．前中間会計期間まで流動資産  

 の「その他」に含めて表示して 

 おりました「繰延税金資産」  

 は、資産の総額の100分の５を超 

 えたため、区分掲記することと 

 しました。 

  なお、前中間会計期間末の 

 「繰延税金資産」は33,052千円 

 であります。 

２．前中間会計期間まで区分掲記 

 しておりました「権利金」につ 

 いては、資産の総額の100分の５ 

 以下になったため、無形固定資 

 産の「その他」に含めて表示し 

 ております。 

  なお、当中間会計期間末の｢権 

 利金」は70,000千円でありま 

 す。 

３．前中間会計期間まで区分掲記  

 しておりました「未払金」につ 

 いては、負債及び純資産の合計 

  額の100分の５以下になったため 

 流動負債の「その他」に含めて  

 表示しております。 

  なお、当中間会計期間末の 

 「未払金」は13,576千円であり 

 ます。 
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(6) 中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         7,034千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額           11,999千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額           9,811千円

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２     ―
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息及び配当金 ３千円

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息及び配当金 8千円 

   有価証券利息    639千円

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息及び配当金 ４千円 

   有価証券利息     455千円

 ２ 減価償却実施額 

   有形固定資産   1,817千円 

   無形固定資産  56,010千円

 ２ 減価償却実施額 

   有形固定資産  2,187千円 

   無形固定資産 56,931千円

 ２ 減価償却実施額  

   有形固定資産    4,594千円 

   無形固定資産  112,609千円
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

配当金支払額 

 
  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

配当金支払額 

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 13,048 ― ― 13,048

２ 自己株式に関する事項

４ 配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
定時株主総会

普通株式 26,096千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月28日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 13,148 ― ― 13,148

２ 自己株式に関する事項

４ 配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
定時株主総会

普通株式 28,925千円 2,200円 平成20年２月29日 平成20年５月28日
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の権利行使による新株の発行による増加  100株 
  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

 ４ 配当に関する事項 

 

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,048 100 ― 13,148

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

 (1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
定時株主総会

普通株式 26,096千円 2,000円 平成19年２月28日 平成19年５月28日

 

 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,925千円 2,200円
平成20年 
２月29日

平成20年
５月28日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年８月31日現在)
現金及び預金勘定 720,858千円

現金及び現金同等物 720,858千円

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成20年８月31日現在)
現金及び預金勘定 643,733千円

現金及び現金同等物 643,733千円

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

(平成20年２月29日現在)
現金及び預金勘定 610,640千円

現金及び現金同等物 610,640千円

㈱システムインテグレータ（3826）　平成21年２月期　中間決算短信（非連結）

－35－



  

 
  

(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

リース取引を全く利用しておりませ

んので、該当事項はありません。

同左 同左
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(注) 表中の「中間貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間会計期間において非上

場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を7,500千円計上しております。 

減損処理にあたっては、中間会計期間末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 

  

  

 
(注) 表中の「中間貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間会計期間において減損

処理をしたものはありません。 

減損処理にあたっては、中間会計期間末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 

  

 
(注) 表中の「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において非上場株式に

ついて減損処理を行い、投資有価証券評価損を7,500千円計上しております。 

減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。 

  

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年８月31日)

時価評価されていない有価証券

内容
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 973

当中間会計期間末(平成20年８月31日)

時価評価されていない有価証券

内容
中間貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 973

前事業年度末(平成20年２月29日)

時価評価されていない有価証券

内容
貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 973
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(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

デリバティブ取引を全く利用してお

りませんので、該当事項はありませ

ん。

同左 同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
（注）１  株式数に換算して記載しております。 

   なお、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後

 の株式数を記載しております。 

   ２  権利行使価格につきましては、平成18年８月31日付で１株を10株とする株式分割を行っており、当該株式

 分割による調整後の金額を記載しております。 

 

(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日)

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

  当事業年度において存在したストック・オプションの内容

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名

株式の種類別のストック・オプションの数 (注)１ 普通株式 800株

付与日 平成17年８月31日

権利確定条件 権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員

の地位にあることを要する。 

その他の条件については、当社と新株予約権の割当て

を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」

で定めるところによる。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成19年９月１日～平成27年８月31日

権利行使価格（注）２         （円） 26,600

付与日における公正な評価単価     （円） ―
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(持分法損益等)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

関連会社がないため、該当事項はあ

りません。

同左 同左
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(企業結合等関係)

  該当事項はありません。
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(注) １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 87,832円35銭 １株当たり純資産額 86,575円28銭 １株当たり純資産額 94,364円71銭

１株当たり中間純利益 3,332円91銭
１株当たり中間
純損失

△5,589円43銭 １株当たり当期純利益 10,376円66銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

3,159円99銭  

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、１

株当たり中間純損失であるため記

載しておりません。

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

9,852円28銭

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純利
益又は１株当たり中間純損
失

中間(当期)純利益又は中
間純損失（千円）

43,487 △73,489 135,498

普通株主に帰属しない金
額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当
期)純利益又は中間純損失
(千円)

43,487 △73,489 135,498

普通株式の期中平均株式
数(株)

13,048 13,148 13,058

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額
(千円)

― ― ―

普通株式増加数(株) 714 ― 695

（うち新株予約権(株)） (714) (―) (695)
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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