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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 170 ― △127 ― △142 ― △141 ―
20年6月期第1四半期 192 ― △80 ― △92 ― △55 ―

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6月期第1四半期 △8,753.66 ―
20年6月期第1四半期 △3,804.80 ―

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6月期第1四半期 1,271 372 28.9 22,755.70
20年6月期 1,378 515 36.9 31,451.35

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  368百万円 20年6月期  509百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 450 36.0 △84 ― △90 ― △90 ― △5,565.17
通期 1,015 63.7 11 ― 1 ― 0 ― 0.00

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、３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、３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．当会計年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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、当社が現時点で入手している情報及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
業績等はさまざまな要因により異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想については、３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 をご参照ください。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  16,172株 20年6月期  16,172株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  0株 20年6月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  16,172株 20年6月期第1四半期  14,429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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の

高まりや株式・為替市場の混乱、さらには資源・食料価格の高止まり等により、企業業績の急激な悪化による民間設

備投資の冷え込みや個人消費の鈍化が顕著となっております。景気の先行き見通しは一層不透明感が増す状況で、今

後も厳しい状況が続くものと思われ、当社事業においても、企業の情報投資抑制の影響を受けております。

　このような状況の下、当社グループ（当社及び当社連結子会社）は、前連結会計年度における業績悪化を受け、当

第１四半期連結会計期間においては、役員報酬の減額、人員削減等の経費削減のための施策を実行し、収益体質の改

善を図ってまいりました。

　それとともに販売面においては、引き続き「人中心」の情報共有、ナレッジマネジメントのコンセプトに基づき、

「KnowledgeMarket」、「HAKONE for Notes」、「GSA Extender for Notes」、「AskMe Enterprise」の販売及びそれ

に付随するサービスや、情報共有に関するコンサルティングサービスの提供を行ってまいりました。

　特に当第１四半期連結会計期間においては、日本及び米国におけるナレッジマネジメント市場のユニークなポジショ

ンを維持しつつ、これまでの新規大型案件（お客様における全社導入）中心の営業から、（お客様における）部門導

入レベルの案件や既存のお客様からの小額継続収入も交えた、大小多様な案件を獲得する営業体制への転換を行うと

ともに、コンサルティングサービスの強化を通じた「ライセンス販売に加えた第二の収益の柱」の育成、また前連結

会計年度に買収したAskMe製品の日本語バーション投入に向けた準備等を行ってまいりました。

　このように、当第１四半期連結会計期間においては、販売面及び経費削減のための種々の施策を計画どおり実行い

たしましたが、数値での効果が表れてくるのは第２四半期以降であることや、当社における大型案件売上がなかった

こと、米国連結子会社であるRealcom U.S., Inc.（以下「Realcom US」という）における売上が第２四半期にずれ込

んだこと等により、前年同期と比較して、Realcom USの業績が加わったにも関わらず、売上高及び損益において下回

る結果となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は170,981千円、営業損失は127,397千円、経常損失は142,658千円、

四半期純損失は141,564千円となりました。

　製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。

①ソフトウェアライセンス

　主力製品である「KnowledgeMarket」に関して、既存のお客様への追加導入があった他、子会社オージェテクノロ

ジーの製品導入があった結果、売上高は2,044千円となりました。

②システムインテグレーション

　前期以前に当社製品を導入したお客様に関して、システムインテグレーションを受注するなど、売上高は17,576千

円となりました。 

③ビジネスコンサルティング

　当社において既存のお客様の情報共有に関するコンサルティングサービスなどを提供し、米国子会社においては既

存のお客様へのサービス提供を行った結果、売上高は47,344千円となりました。 

④運用保守

　主として既存のお客様の維持に努め、当社及び米国子会社において運用保守サービスを提供した結果、売上高は

74,721千円となりました。 

⑤その他

　他社製品の売上高は29,295千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,271,942千円であり、前連結会計年度末と比較して106,280千円減少

しております。これは主に、売掛金の減少（38,434千円）、現金及び預金の減少（25,158千円）、のれんの減少

（26,955千円）等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は899,410千円であり、前連結会計年度末と比較して36,393千円増加し

ております。これは主に、短期借入金の増加（90,000千円）、前受金の減少（25,588千円）、買掛金の減少

（7,611千円）等によるものであります。なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は628,012

千円となっております。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は372,531千円であり、前連結会計年度末と比較して142,673

千円減少しております。これは主に、利益剰余金の減少（141,564千円）によるものであります。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ15,080千円減少し、145,786千円となりました。

　　　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、108,448千円となりました。主な増加要因は、未収入金の減少に伴う増加

（55,531千円）、売上債権の減少に伴う増加（37,156千円）等であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純

損失の発生（142,213千円）、その他の流動資産の増加に伴う減少（40,930千円）、前受金の減少（25,588千円）、

未払金の減少（21,016千円）等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）

　投資活動の結果得られた資金は、5,848千円となりました。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、88,002千円となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入（100,000

千円）であり、主な減少要因は、短期借入金の返済による支出（10,000千円）等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

　当第１四半期連結会計期間においては、人員削減等による経費抑制の効果は限定的であることにより営業損失が発

生しております。また、米国連結子会社Realcom USにおける売上が第２四半期にずれ込んだこと等により、計画の進

捗に若干の遅れがあるものの、第２四半期連結累計期間における業績については、概ね当初の計画どおり推移すると

考えております。

　このため現時点において平成21年６月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年

８月14日付の決算短信において発表いたしました連結業績予想から変更いたしておりません。

　なお、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示いたします。

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

　　　　１．簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、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

　　　　・会計処理基準に関する事項の変更

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「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　企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与

える影響は当該箇所に記載しております。
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③「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))を当第１四半期連結会計期間から適

用し、所有権移転外のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る会計処理に変更しております。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。これによる損益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。

　また、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５

月17日）を当第１四半期連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益

に与える影響はありません。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 571,922 597,080

売掛金 47,137 85,571

仕掛品 4,576 409

その他 57,529 74,305

貸倒引当金 △600 △1,080

流動資産合計 680,565 756,287

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,513 16,513

減価償却累計額 △4,730 △4,203

工具、器具及び備品 74,775 74,547

減価償却累計額 △50,510 △47,998

有形固定資産合計 36,047 38,859

無形固定資産   

のれん 491,418 518,374

その他 40,365 41,035

無形固定資産合計 531,784 559,409

投資その他の資産 23,545 23,665

固定資産合計 591,376 621,934

資産合計 1,271,942 1,378,222

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,757 25,368

短期借入金 100,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 62,992 62,992

未払法人税等 2,923 3,365

前受金 123,591 149,179

その他 127,127 145,093

流動負債合計 434,390 395,999

固定負債   

長期借入金 465,020 467,018

固定負債合計 465,020 467,018

負債合計 899,410 863,017
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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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金 420,149 420,149

利益剰余金 △817,334 △675,770

株主資本合計 369,964 511,528

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,958 △2,896

評価・換算差額等合計 △1,958 △2,896

少数株主持分 4,526 6,574

純資産合計 372,531 515,205

負債純資産合計 1,271,942 1,378,222
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 170,981

売上原価 109,974

売上総利益 61,007

販売費及び一般管理費  

役員報酬 17,112

給料 49,663

支払手数料 35,762

研究開発費 40,142

減価償却費 15,602

その他 30,122

販売費及び一般管理費合計 188,405

営業損失（△） △127,397

営業外収益  

受取利息 942

還付加算金 638

営業外収益合計 1,581

営業外費用  

支払利息 2,570

為替差損 14,237

その他 33

営業外費用合計 16,841

経常損失（△） △142,658

特別利益  

貸倒引当金戻入額 480

特別利益合計 480

特別損失  

固定資産売却損 34

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純損失（△） △142,213

法人税、住民税及び事業税 1,398

法人税等合計 1,398

少数株主損失（△） △2,047

四半期純損失（△） △141,564
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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７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（△） △142,213

減価償却費 3,211

貸倒引当金の増減額（△は減少） △480

ソフトウエア償却費 4,437

のれん償却額 13,550

有形固定資産売却損益（△は益） 34

為替差損益（△は益） 13,943

受取利息及び受取配当金 △942

支払利息 2,570

売上債権の増減額（△は増加） 37,156

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,076

未払費用の増減額（△は減少） 3,156

未収入金の増減額（△は増加） 55,531

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,930

仕入債務の増減額（△は減少） △7,610

未払金の増減額（△は減少） △21,016

前受金の増減額（△は減少） △25,588

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,269

小計 △106,994

利息及び配当金の受取額 263

利息の支払額 △538

法人税等の支払額 △1,179

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,448

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 10,000

有形固定資産の取得による支出 △4,806

有形固定資産の売却による収入 78

従業員に対する貸付金の回収による収入 900

その他 △322

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,848

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 100,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

長期借入金の返済による支出 △1,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,080

現金及び現金同等物の期首残高 160,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 145,786
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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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）

  当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。　　

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益      

　　売上高      

　(1）外部顧客に対する売上高 145,938 25,043 170,981 ― 170,981

　(2）セグメント間の内部売上高

　　　又は振替高
― 5,939 5,939 △5,939 ―

計 145,938 30,982 176,921 △5,939 170,981

　　営業費用 235,592 68,988 304,580 △6,201 298,379

　　営業損失 89,653 38,005 127,659 △261 127,397

Ⅱ資産 831,525 595,848 1,427,373 △155,431 1,271,942

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。　

　　　　　　北米……米国

　　　　３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、427,613千円であり、その主なものには、親

　　　　　　会社での余資産運用資金（定期預金）及び投資有価証券であります。

　　　　４．会計方針の変更

　　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。なお、これに

　　　　　　よるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　　　　  （リース取引に関する会計基準）

　　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。なお、

            これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　　　　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い）

　　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間により「連結財務

　　　　　　諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17

　　　　　　日）を適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。
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ｃ．海外売上高

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）

 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 25,043 25,043

Ⅱ　連結売上高（千円）  170,981

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.7 14.7

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　（１）北米……米国

　　　　３．会計方針の変更

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。なお、これに

　　　　　よるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　　　　（リース取引に関する会計基準）

　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。なお、これによる

          セグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　　　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い）

　　　　　　「定性的情報・財務諸表等」４（３）④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間により「連結財務諸

          表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を

          適用しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　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）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 192,504

Ⅱ　売上原価 153,341

売上総利益 39,162

Ⅲ　販売費及び一般管理費 120,125

　役員報酬 16,186

　給与 36,333

　支払手数料 16,390

　研究開発費 182

　減価償却費 2,051

　その他 48,981

営業利益又は営業損失(△) △80,963

Ⅳ　営業外収益 1,509

　受取利益 409

　その他 1,100

Ⅴ　営業外費用 13,150

　支払利息 152

　為替差損 936

　その他 12,061

経常利益又は経常損失(△) △92,603

税金等調整前四半期純利益又
は税金等調整前四半期純損失
(△)

△92,603

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 △37,356

四半期純利益又は四半期純損
失(△)

△55,820
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年６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  

税引前第１四半期純損失(△) △92,603

　減価償却費 5,390

　ソフトウェア償却費 38,204

　長期前払費用償却費 2

　株式交付費 3,890

　固定資産除却損 521

　受取利息 △409

　支払利息 152

　売上債権の減少額（△増加額） 89,564

　たな卸資産の減少額（△増加額） 2,660

　その他資産の減少額（△増加額） 2,886

　仕入債務の増加額（△減少額） △17,383

　前受金の増加額(△減少額) △28,103

　その他負債の増加額（△減少額） △17,266

小計 △12,492

　利息の受取額 404

　利息の支払額 △156

　法人税等の支払額 △84,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △96,291

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 △7,067

　無形固定資産の取得による支出 △116,404

　従業員貸付金回収による収入 150

　その他 △1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,048

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　長期借入金の返済による支出 △1,998

　株式発行による収入 497,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 495,111

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △952

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 272,819

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 500,356

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高　 773,175
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日　至 平成19年９月30日）

　当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日　至 平成19年９月30日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日　至 平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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