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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）当社は、平成20年３月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、20年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率の数値は記載しておりません。  

(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2四半期 694 ― △8 ― △4 ― △39 ―

20年3月期第2四半期 754 ― 25 ― 5 ― △6 ―

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2四半期 △2,487.22 ―

20年3月期第2四半期 △394.67 ―

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2四半期 1,264 947 74.9 59,685.80
20年3月期 1,268 1,040 82.0 64,265.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  947百万円 20年3月期  1,039百万円

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 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,500.00 1,500.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,570 11.9 155 ― 160 ― 65 ― 4,078.98

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）  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。  

(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10月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
 ２．業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、実際の業績は、今後経済情勢、事業運営における様々な状 
 況変化によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページをご参照ください。 
 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 1 社 （社名 株式会社ホロンテクノロジー ） 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2四半期  17,300株 20年3月期  17,300株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,420株 20年3月期  1,120株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  15,990株 20年3月期第2四半期  15,906株



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場の混乱や、

米国経済の景気減速の兆候及び株価の大幅な下落や円高の進行等の影響に伴う企業収益の減少により、設備投資が弱含み

となり雇用情勢も鈍化がみられる等、景気の減速感から先行きは不透明な状況が続いております。

　また、情報サービス産業においては、受注ソフトウェア売上は前年同期に比べ概ね堅調に推移しましたが、ビジネス向

けソフトウェアプロダクト売上は前年同期比で減少する傾向がみられました。

　この経営環境下、当第２四半期連結累計期間は、次世代EDI向けの戦略製品「ACMS E2X」の販売強化を継続しましたが、

経済環境の悪化に伴う企業の新規IT投資の抑制やITシステムリプレース計画の延期等により、既存製品及び戦略製品の販

売は厳しい状況が続きました。この状況を踏まえ、販売費及び一般管理費の圧縮を行うとともに、ソフトウェア保守の契

約継続の活動の強化を図りました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、メンテナンス事業売上は堅調に推移したものの、ソフトウェア事業売

上が低迷し、売上高は前年同期比7.9％減の694百万円となりました。利益面では、売上総利益は472百万円、売上総利益率

は68.1％となっております。販売費及び一般管理費は481百万円となりました。このうち研究開発費は98百万円でありま

す。これにより営業損失は８百万円となりました。営業外収益では受取利息が３百万円あったことにより、経常損失は４

百万円となりました。特別損失では子会社における旧製品に係る固定資産の評価損が13百万円あったことにより、当第２

四半期連結累計期間における四半期純損失は39百万円となりました。

　なお、当第２四半期連結会計期間で当社のサーバー系ソフトウェア製品は新たに158本を出荷し、累計出荷実績は4,224

本に至っております。

　事業別の業績は次のとおりであります。

 

① ソフトウェア事業

　ソフトウェア事業部門におきましては、戦略製品の更なる拡販のため販売パートナーとの連携強化、次期製品の開発強

化を図るべく専門R&D組織の強化等、事業の拡大に努めてまいりましたが、経済環境の悪化に伴う企業の新規IT投資の抑制

やITシステムリプレース計画の延期等により、戦略製品「ACMS E2X」の売上は前年同期と同等水準となったものの、EDI系

製品の売上が前年同期比で20.0％減となる等、既存製品の売上が総じて不振な結果であったため、ソフトウェア事業売上

高は前年同期比15.6％減の330百万円（売上構成比47.6％）となりました。

 

② メンテナンス事業

　メンテナンス事業部門は、当社ソフトウェア製品の導入にあたり保守契約を締結し、毎年一定の保守料金をいただき、

製品に関するサポートサービスを提供しております。従いまして、このメンテナンス売上は累計導入企業数の増加と共に

安定的な収益基盤となっております。メンテナンス事業売上高は、継続した保守契約の推進活動等により、前年同期比

12.6％増の329百万円（売上構成比47.4％）となりました。

 

③ サービス事業他

　サービス事業部門は、ソフトウェア製品の導入サービス、教育サービス等のサービスを提供するものですが、これらの

サービス提供は、ソフトウェア製品の販売に付帯して顧客要望に基づき発生するため変動要素があり、サービス事業売上

高は27百万円（売上構成比4.0％）となりました。

　その他売上は、ソフトウェア製品の販売に付帯する通信機器の仕入販売等であり、売上高は７百万円（売上構成比

1.1％）となりました。

※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。従いまして、当第２四半期連結累計期間の連

結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載

しております。



２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の財政状態の分析は、以下のとおりであります。

①連結財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の資産残高は、前連結会計年度末に比べ３百万円減少して1,264百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加28百万円、売掛金の増加27百万円、その他流動資産の減少41百万円、固定資産の減

少16百万円によるものです。

（負債）

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ88百万円増加して317百万円となりました。これは主に、買掛金の減

少29百万円、短期借入金の増加40百万円、未払法人税等の増加25百万円、前受金の増加38百万円、その他流動負債の

増加15百万円によるものです。

（純資産）

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ92百万円減少して947百万円となりました。これは主に、自己株式

の増加25百万円、利益剰余金の減少64百万円によるものです。

②連結キャッシュ・フローの分析

　当第２四半期連結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、前連結会計年度末から28

百万円増加し、704百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は54百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失18百万円、減価償

却費15百万円、固定資産評価損13百万円、売上債権の増加27百万円、その他資産の減少６百万円、仕入債務の減少29

百万円、前受金の増加38百万円、その他負債の増加17百万円、法人税等の還付額37百万円等があったことによるもの

です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は15百万円となりました。主な内訳は、無形固定資産の取得による支出11百万円、差入保

証金の差入による支出２百万円となっています。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は９百万円となりました。内訳は、短期借入れによる収入40百万円、自己株式の取得によ

る支出25百万円、配当金の支払額24百万円となっています。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第１四半期連結会計期間の業績は概ね計画どおりに推移しましたが、当第２四半期連結会計期間の業績は、経済環

境の悪化に伴う企業の新規IT投資の抑制やITシステムリプレース計画の延期等により、計画通りに推移しませんでし

た。さらに、今後の経済環境も不透明な状況にあり、個人消費の弱含み、設備投資の減少、雇用情勢の悪化傾向、金

融不安、企業収益の減少傾向等、顧客企業における経営環境も厳しい状況が続くものと想定されます。

　このような現下の経済状況も踏まえた上で、「顧客の問題解決視点での戦略製品等の製品強化」、「流通業界にお

ける次世代EDIシステム分野での売上拡大」、「販売パートナーとの連携強化」等の施策を引続き推進し、加えて販売

費及び一般管理費の徹底した圧縮を実施してまいります。従いまして、平成20年10月17日に公表いたしました業績予

想値に変更はありません。

　しかしながら、業績予想はリスクや不確実性を含んでおり、そのため様々な要因の変化によって予想値と異なる結

果になる可能性があります。第３四半期以降におきましては、以下のような事業上のリスクが考えられます。また、

下記項目以外の事業等のリスクにつきましては、当社が公表した有価証券報告書の「事業等のリスク」をご確認願い

ます。なお、業績に影響を与える要因は、「事業等のリスク」に記載されている事項に限定されるものではありませ

ん。

（１）間接販売（パートナーモデル）への依存について

　当社グループの製品及び保守サービスは、主に、システムインテグレーター等のパートナー（販売代理店等）との

協業によって販売されており、間接販売による売上が大部分を占めております。従いまして、販売パートナーの営業

活動状況は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（２）財政状態及び経営成績の変動に関わるものについて

　当社グループを含めたパッケージソフトウェア事業の特徴として、人件費等の固定費水準が高く、変動費比率が低

いことが挙げられます。そのため、売上高が増加した場合の増益額が他の事業形態に比べ大きい一方、売上高が減少

した場合の減益額も他の事業形態に比して大きく、利益の変動額が大きい傾向にあります。　



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）

　第１四半期連結会計期間より、会社分割（簡易分割）により株式会社ホロンテクノロジーを設立登記したため、

連結の範囲に含めております。

　なお、特定子会社の他に、株式会社鹿児島データ・アプリケーションを新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

（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．簡便な会計処理

　　　該当事項はありません。

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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．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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、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、主として総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下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益への影響はありませ

ん。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 704,666 675,847

売掛金 218,087 190,590

仕掛品 － 1,902

その他 27,463 69,443

貸倒引当金 △2 △151

流動資産合計 950,214 937,632

固定資産   

有形固定資産 39,053 43,474

無形固定資産   

のれん 5,983 6,799

その他 20,388 30,500

無形固定資産合計 26,372 37,300

投資その他の資産 249,196 250,162

固定資産合計 314,622 330,936

資産合計 1,264,837 1,268,569

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,141 49,658

短期借入金 80,000 40,000

未払法人税等 25,161 90

前受金 146,377 107,934

その他 45,346 30,343

流動負債合計 317,026 228,027

負債合計 317,026 228,027

純資産の部   

株主資本   

資本金 386,435 386,435

資本剰余金 296,435 296,435

利益剰余金 379,342 443,384

自己株式 △107,989 △82,432

株主資本合計 954,223 1,043,822

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,413 △4,012

評価・換算差額等合計 △6,413 △4,012

少数株主持分 － 732

純資産合計 947,810 1,040,542

負債純資産合計 1,264,837 1,268,569



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 694,721

売上原価 221,864

売上総利益 472,856

販売費及び一般管理費 481,656

営業損失（△） △8,799

営業外収益  

受取利息 3,193

法人税等還付加算金 1,087

その他 407

営業外収益 4,688

営業外費用  

支払利息 704

営業外費用 704

経常損失（△） △4,816

特別利益  

貸倒引当金戻入額 148

特別利益合計 148

特別損失  

固定資産評価損 13,333

特別損失合計 13,333

税金等調整前四半期純損失（△） △18,001

法人税等 22,503

少数株主損失（△） △732

四半期純損失（△） △39,771



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △18,001

減価償却費 15,545

のれん償却額 815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148

受取利息及び受取配当金 △3,193

支払利息 704

固定資産評価損 13,333

売上債権の増減額（△は増加） △27,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,902

その他の資産の増減額（△は増加） 6,058

仕入債務の増減額（△は減少） △29,516

前受金の増減額（△は減少） 38,442

その他の負債の増減額（△は減少） 17,578

小計 16,025

利息及び配当金の受取額 1,900

利息の支払額 △710

法人税等の支払額 △355

法人税等の還付額 37,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,216

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 △1,421

無形固定資産の取得による支出 △11,340

差入保証金の差入による支出 △2,808

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,570

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 40,000

自己株式の取得による支出 △25,557

配当金の支払額 △24,270

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,819

現金及び現金同等物の期首残高 675,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 704,666



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売並びに保守の業務を行っており、単一のソフトウェア関

連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。　

〔所在地別セグメント情報〕

　　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

　　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、平成20年５月16日から平成20年６月

23日までの期間において自己株式の取得を実施いたしました。この結果、第１四半期連結会計期間において自

己株式が25,557千円（300株）増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が107,989千円（1,420

株）となっております。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  754,446 100.0

Ⅱ　売上原価  249,605 33.1

売上総利益  504,841 66.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  478,905 63.5

営業利益  25,935 3.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 763   

２．受取配当金 345   

３．その他 399 1,508 0.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 217   

２．上場関連費用 16,533   

３．株式交付費 4,606   

４．その他 468 21,825 2.9

経常利益  5,618 0.7

Ⅵ　特別利益  66 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 7,365   

２．その他 199 7,565 0.9

税金等調整前中間純損失  1,880 △0.2

法人税、住民税及び事業税 10,321   

法人税等調整額 805 11,127 1.5

少数株主損失  6,729 0.9

中間純損失  6,278 △0.8



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

税金等調整前中間純損失 △1,880

減価償却費　 13,553

のれん償却額　 543

賞与引当金増加額　 27,717

役員賞与引当金減少額　 △3,975

貸倒引当金の増加額　 169

受取利息及び受取配当金　 △1,108

支払利息　 217

有価証券評価損　 199

固定資産除却損　 7,365

株式交付費　 4,606

売上債権の増加額　 △32,936

たな卸資産の増加額　 △1,845

その他流動資産の増加額　 △3,443

仕入債務の増加額　 721

前受金の増加額　 50,601

その他流動負債の減少額　 △44,317

小計 16,189

利息及び配当金の受取額　 1,108

利息の支払額　 △183

法人税等の支払額　 △60,717

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△43,603



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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　

△40,366

無形固定資産の取得による
支出　

△4,207

投資有価証券の取得による
支出　

△254

長期前払費用の取得による
支出　

△308

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入
　

1,070

営業譲受に伴う支出　 △24,000

差入保証金差入による支出
　

△29,767

差入保証金戻入による収入
　

4,125

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△93,709

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

新株の発行による収入　 366,593

少数株主からの払込による
収入　

10,000

短期借入金の純増加額　 10,000

配当金の支払額　 △21,270

財務活動によるキャッシュ・
フロー

365,323

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 228,010

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

599,058

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

827,069



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売並びに保守の事業を行っており、単一のソフトウェア関連

事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。

６．その他の情報

　当社は、平成20年10月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条第１項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を以下のとおり決議いたしました。

　自己株式取得に関する取締役会の決議内容

　（1）理由

　　　 資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

　（2）取得する株式の種類

　　　 当社普通株式

　（3）取得する株式の総数

　　　 300株（上限）

　（4）取得する期間

　　　 平成20年11月４日から平成20年12月26日まで

　（5）取得価額の総額

　　　 30,000千円（上限）

　（6）取得の方法

　　　 株式会社ジャスダック証券取引所における買付け
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