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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） 

※1. 当年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、当年度の対前年同四半期増減率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 4,908 ― 261 ― 275 ― 135 ―

20年3月期第2四半期 4,944 31.4 247 ― 256 ― 89 ―

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 27.18 ―

20年3月期第2四半期 17.87 ―

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 7,069 3,804 53.2 781.35
20年3月期 7,591 3,983 51.9 782.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,762百万円 20年3月期  3,940百万円

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 0.00 0.00 25.00 25.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 25.00 25.00

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 12,000 12.1 1,030 10.6 1,050 11.0 480 12.4 95.33

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  無  

(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．その他をご参照ください。  

(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. 業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合
があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては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覧下さい。 
2. 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。  

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  5,103,230株 20年3月期  5,103,230株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  288,077株 20年3月期  68,028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  4,995,485株 20年3月期第2四半期  5,035,202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２四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の業績は、売上高49億8百万円（前年同

期比0.7％減）、営業利益2億61百万円（同5.8％増）、経常利益2億75百万円（同7.4％増）、四半期純利益1億35百万

円（同50.9％増）と、前年同期と比べ、売上が微減となったものの、利益指標では全て増益の結果となりました。な

お、事業別の内訳並びに分析結果は以下のとおりとなっております。 

 まず、ソフトウェア事業（受注ソフトウェアの個別受託開発）につきましては、金融業向けビジネスアプリケーシ

ョン分野（事務処理系システム）は堅調に推移いたしましたが、エンジニアリングアプリケーション分野（通信・制

御・技術系システム）の組込みソフトウェアが減少し、同分野から他分野への技術者シフトの過渡期であることも重

なって、売上高31億44百万円（同9.8％減）、営業利益1億67百万円（同51.0％減）と減収、減益の結果となりまし

た。 

 次に、パッケージ事業（学校業務改革パッケージの販売及び関連サービス）につきましては、大学向けＰＰ（プロ

グラム・プロダクト）販売を始め主要サービスが全て順調に展開し、売上高8億77百万円（同68.1％増）、営業利益

63百万円（前年同期は20百万円の営業損失）と、大幅な業績拡大となりました。 

 最後に、システム販売事業（ＩＴ機器の販売及び情報通信インフラの構築）につきましては、一部のＳＩ案件の下

半期繰り延べにより、販売実績は昨年度を下回る推移となりましたが、高収益の公共系案件の受注により、売上高8

億86百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益25百万円（前年同期は79百万円の営業損失）と、顕著な利益回復基調

となりました。 

 なお、前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）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 

① 資産、負債及び資本の状況 

 まず、当第２四半期末における流動資産の残高は53億64百万円（前連結会計年度末比4億90百万円の減）となりま

した。これは主として、前年度末の売上案件の入金に伴う売掛金の減少並びに当年度期中における開発案件の仕掛品

増加等の増減の結果であります。また、固定資産の残高は17億4百万円（同31百万円の減）となりました。これは主

として、保険解約による積立金の減少及び投資有価証券の取得による増加等の増減の結果であります。 

 次に、流動負債の残高は18億77百万円（同3億7百万円の減）となりました。これは主として、仕入等に係る買掛金

の減少によるものであります。また、固定負債の残高は13億87百万円（同36百万円の減）となりました。これは、長

期借入金の返済に伴う減少並びに役職員の退職関連の引当金の増加等の増減の結果であります。 

 最後に、純資産の合計残高は38億4百万円（同1億78百万円の減）となりました。これは主として自己株式の取得に

よるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金残高19億円より

7百万円減少し、18億92百万円となりました。 

 なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 まず、営業活動によるキャッシュ・フローは、5億9百万円の収入となりました。これは主として、売上債権の回収

及び前受金の期中増加に伴う資金増加と、仕入債務の減少、仕掛品等たな卸資産の期中増加並びに法人税等の支払に

伴う資金減少の差引きの結果であります。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、1億26百万円の支出となりました。これは主として、定期預金への

預入れ増並びに投資有価証券の取得によるものであります。 

 最後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、3億84百万円の支出となりました。これは主として、自己株式の

取得、利益配当金の支払い並びに長期借入金の返済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 

 国内経済の動向につきましては、世界的金融危機の深刻化に伴う景気の一層の下振れ懸念から、個人消費、設備投

資、輸出等が軒並み弱含んでおります。 

 情報サービス業につきましては、経済産業省の特定サービス産業動態統計において、平成20年１月から８月まで８

ヵ月連続で売上高の前年同月比がプラスとなり、依然として比較的堅調な状況を維持してはいるものの、輸出型産業

全般並びに金融業、建設業等を中心に、業績低迷の懸念から目先の情報化投資を圧縮する動きが広がっているものと

判断しております。 

 このように、先行き一段と厳しさが増すと予想される環境ではありますが、当社グループにおきましては、年度当

初に掲げた重点施策の実行に徹することを通じて、平成20年５月13日発表の当初予想どおりの業績計画達成を図る所

存であります。なお、事業別には以下のとおりとなっております。 

 まず、ソフトウェア事業におきましては、部門や地域の枠を超えた大型案件の受注、非稼動ロスや機会損失を発生

させないフレキシブルな要員編成、独自の工程管理技術による不採算案件の防止、ニュービジネスの育成等の施策を

引き続き確実に実行し、下半期の売上拡大を実現しつつ高い収益性の確保を図ります。 

 次に、パッケージ事業におきましては、文教マーケットにおける強いブランド力を武器に、新製品の拡販を強力に

推し進め、足下の好調な業績推移を通期にわたって維持したく考えております。 

 最後に、システム販売事業につきましては、大型ＳＩ案件の着実な受注並びにシステムエンジニア部門の強化によ

って高付加価値案件の拡大を実現したく考えております。 

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） 

 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 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ16

百万円減少しております。 

③第１四半期連結会計期間より、「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、連結決算上必要な修正を行うこととしております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



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 2,567,605 2,479,814

受取手形及び売掛金 1,830,073 2,529,306

商品及び製品 162,888 247,873

仕掛品 442,348 235,847

原材料及び貯蔵品 2,398 2,744

繰延税金資産 227,211 221,494

その他 134,030 140,272

貸倒引当金 △1,685 △2,434

流動資産合計 5,364,871 5,854,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 328,809 327,934

減価償却累計額 △215,572 △210,185

建物及び構築物（純額） 113,237 117,749

土地 142,361 142,361

その他 152,584 155,308

減価償却累計額 △124,918 △122,712

その他（純額） 27,666 32,595

有形固定資産合計 283,265 292,706

無形固定資産   

のれん 197,198 230,065

その他 20,114 23,069

無形固定資産合計 217,312 253,134

投資その他の資産   

投資有価証券 380,541 331,531

繰延税金資産 301,716 272,503

差入保証金 236,492 235,818

その他 336,626 402,233

貸倒引当金 △50,961 △51,061

投資その他の資産合計 1,204,415 1,191,024

固定資産合計 1,704,993 1,736,865

資産合計 7,069,864 7,591,784



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 512,317 851,254

短期借入金 11,401 18,873

1年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 163,335 154,004

賞与引当金 446,955 448,018

役員賞与引当金 12,033 15,630

その他 551,912 517,230

流動負債合計 1,877,955 2,185,012

固定負債   

長期借入金 360,000 450,000

退職給付引当金 726,375 678,565

役員退職慰労引当金 292,398 282,527

繰延税金負債 5,408 9,607

その他 2,914 2,915

固定負債合計 1,387,096 1,423,615

負債合計 3,265,052 3,608,627

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,687 917,687

資本剰余金 879,325 879,325

利益剰余金 2,205,729 2,195,824

自己株式 △227,168 △65,429

株主資本合計 3,775,573 3,927,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,342 16,117

為替換算調整勘定 △9,890 △2,846

評価・換算差額等合計 △13,232 13,270

少数株主持分 42,470 42,478

純資産合計 3,804,811 3,983,156

負債純資産合計 7,069,864 7,591,784



（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 4,908,850

売上原価 3,798,144

売上総利益 1,110,706

販売費及び一般管理費 848,969

営業利益 261,737

営業外収益  

受取利息 6,878

受取配当金 2,411

賃貸収入 8,108

その他 7,863

営業外収益合計 25,262

営業外費用  

支払利息 5,427

賃貸費用 5,182

その他 785

営業外費用合計 11,396

経常利益 275,602

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,164

特別利益合計 1,164

税金等調整前四半期純利益 276,767

法人税等 133,405

少数株主利益 7,578

四半期純利益 135,784



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,950,864

売上原価 2,290,117

売上総利益 660,746

販売費及び一般管理費 392,040

営業利益 268,706

営業外収益  

受取利息 6,178

受取配当金 206

賃貸収入 2,801

その他 5,423

営業外収益合計 14,609

営業外費用  

支払利息 2,764

賃貸費用 2,406

その他 605

営業外費用合計 5,776

経常利益 277,539

特別利益  

貸倒引当金戻入額 35

特別利益合計 35

税金等調整前四半期純利益 277,574

法人税等 104,854

少数株主利益 2,676

四半期純利益 170,043



（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利益 276,767

減価償却費 14,194

ソフトウエア償却費 2,955

のれん償却額 32,866

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,062

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,810

受取利息及び受取配当金 △9,290

支払利息 5,427

売上債権の増減額（△は増加） 697,194

前受金の増減額（△は減少） 89,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,191

仕入債務の増減額（△は減少） △338,844

その他 △39,399

小計 656,558

利息及び配当金の受取額 8,737

利息の支払額 △5,960

法人税等の支払額 △149,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,758

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △100,957

有形固定資産の取得による支出 △3,293

投資有価証券の取得による支出 △81,770

保険積立金の取崩による収入 63,696

その他 △4,190

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,515

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） △7,328

長期借入金の返済による支出 △90,000

自己株式の取得による支出 △161,739

配当金の支払額 △125,880

財務活動によるキャッシュ・フロー △384,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,929

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,892,821



 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。 

 また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ 
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

１．外部顧客に対する売上高 1,779,211 522,367 649,284 2,950,864 － 2,950,864 

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,850 1,334 － 4,184 △4,184 － 

計 1,782,061 523,702 649,284 2,955,048 △4,184 2,950,864 

営業利益 137,020 37,648 91,534 266,204 2,502 268,706 

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ 
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

１．外部顧客に対する売上高 3,144,656 877,981 886,212 4,908,850 － 4,908,850 

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
5,700 2,411 － 8,111 △8,111 － 

計 3,150,356 880,393 886,212 4,916,962 △8,111 4,908,850 

営業利益 167,971 63,154 25,606 256,733 5,004 261,737 



２．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」１．(1）に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利

益がパッケージ事業で16百万円減少しております。 

（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扱い） 

 「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」１．(2）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「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。これによる損益に与える影響はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高合計に占める割合が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。 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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８月29日付で、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引による買付けにより、自己株式

（普通株式）を220,000株取得しました。この結果、当第２四半期連結会計期間において、自己株式が161,700千

円増加し、当第２四半期連結会計期間末において、自己株式が227,168千円となっております。 

事業区分 主要製品 

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉庫

等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表示

装置制御等のシステム開発  

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等の

サービス 

パッケージ事業  大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリーズ、

学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統合型Ｗｅ

ｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ Ｅ

Ｘ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア・パッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等 



「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   4,944,512 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,914,904 79.2 

売上総利益   1,029,608 20.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   782,205 15.8 

営業利益   247,402 5.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 5,898     

２．受取配当金 2,363     

３．賃貸収入 7,950     

４．その他 5,146 21,358 0.4 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 7,016     

２．賃貸費用 4,440     

３．支払手数料 450     

４．その他 218 12,126 0.2 

経常利益   256,635 5.2 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入額 1,659 1,659 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券評価損 13,229     

２．固定資産除却損 111 13,341 0.3 

税金等調整前中間純利益   244,953 4.9 

法人税、住民税及び事業
税 18,728     

法人税等調整額 134,671 153,399 3.1 

少数株主利益   1,566 0.0 

中間純利益   89,987 1.8 

       



（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 
（当期）純利益 244,953 

減価償却費 14,813 

ソフトウェア償却費 2,161 

のれん償却額 32,866 

投資有価証券評価損 13,229 

賞与引当金の 
増加額 86,521 

役員賞与引当金の 
増加額 15,832 

退職給付引当金の 
増加額 21,409 

受取利息及び 
受取配当金 

△8,262 

支払利息 7,016 

売上債権の増(△)減額 741,062 

たな卸資産の 
増(△)減額 8,690 

仕入債務の 
増減(△)額 

△349,356 

前受金の増加額 75,801 

その他 4,530 

小計 911,270 

利息及び配当金の 
受取額 8,082 

利息の支払額 △7,319 

法人税等の支払額 △3,395 

法人税等の還付に 
よる収入 25,015 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 933,653 

 



 
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  

定期預金の増加額 △1,782 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△22,070 

保証金の戻入による収入 16,350 

その他 △15,123 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△22,626 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  

短期借入金の 
増減(△)額 

△164,873 

長期借入金の返済による
支出 

△90,000 

配当金の支払額 △100,704 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△355,577 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 4,003 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 559,453 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 975,443 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

1,534,896 

   



（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

〔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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が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。 

  

〔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） 

連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ 
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,486,202 522,227 936,082 4,944,512 － 4,944,512 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
80 18,830 9,897 28,807 △28,807 － 

計 3,486,282 541,058 945,979 4,973,320 △28,807 4,944,512 

営業費用 3,143,758 562,050 1,025,111 4,730,921 △33,811 4,697,109 

営業利益又は営業損失（△） 342,523 △20,992 △79,132 242,398 5,004 247,402 

事業区分 主要製品 

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉庫

等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表示

装置制御等のシステム開発  

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等の

サービス 

パッケージ事業  大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリーズ、

学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統合型Ｗｅ

ｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ Ｅ

Ｘ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア・パッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等 



６．その他の情報 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は売上原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．協同リース㈱は、平成20年10月１日付でＪＡ三井リース㈱、三井リース事業㈱と合併し、ＪＡ三井リース㈱

に商号変更しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ソフトウェア事業（千円） 2,540,550 

パッケージ事業（千円） 587,761 

システム販売事業（千円） 669,831 

合計（千円） 3,798,144 

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高 

ソフトウェア事業（千円） 2,944,980 947,284 

パッケージ事業（千円） 1,151,542 608,851 

システム販売事業（千円） 899,997 369,287 

合計（千円） 4,996,520 1,925,422 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ソフトウェア事業（千円） 3,144,656 

パッケージ事業（千円） 877,981 

システム販売事業（千円） 886,212 

合計（千円） 4,908,850 

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 

ドコモ・システムズ㈱ 376,884 7.7 

協同リース㈱ 287,780 5.9 

富士通㈱ 273,738 5.6 
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