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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年３月１日 ～ 平成20年11月30日） 
 (1) 経営成績                              （％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(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

21年２月期第３四半期 1,348  102.0 △101   － △99   － △65   －
20年２月期第３四半期 1,321  80.3 127  83.8 128  100.1 67  72.2

20年２月期  2,034      － 242    － 243    － 135    －

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

21年２月期第３四半期 △4,949  42 －   －
20年２月期第３四半期 5,146    90  4,881    64  

20年２月期 10,376  66 9,852  28 

 
(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

21年２月期第３四半期 1,438  1,146  79.7  87,215  28
20年２月期第３四半期 1,507  1,169  77.6   89,646  34

20年２月期 1,570  1,240  79.0   94,364  71

 
(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

21年２月期第３四半期 157  △113  △28   626  
20年２月期第３四半期 319  △230  △25   669  

20年２月期 316  △289  △22   610  

 
２．配当の状況 

 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 

21年2月期（予想） 500 00
500 00

 
３．平成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） 

（％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
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４．その他 

  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められ
ている「四半期財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け
ております。 

 

※ 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。業績予想に関する事項は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績

予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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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３四半期会計期間は、パッケージソフトウェア事業の売上高は1,259,901千円（前年同期比

2.0％増）となっております。パッケージソフトウェアの販売・保守は売上高292,532千円（前年同期

比10.9％減）となりました。一方、パッケージソフトウェアのカスタマイズは売上高967,369千円（前

年同期比6.6％増）と前年同期比で増加しております。また、コンサルティング事業は売上高63,795千

円（前年同期比16.4％増）、システムインテグレーション事業は売上高25,018千円（前年同期比

20.8％減）となっております。 

当事業年度は前事業年度下期に引き続き新製品の研究開発を積極的に行っており、当第３四半期会

計期間に販売費及び一般管理費に計上した研究開発費の額は115,988千円となっております。 

当第３四半期会計期間の業績は、売上高1,348,715千円（前年同期比2.0％増）、営業損失101,244千

円（前年同期は営業利益127,651千円）、経常損失99,524千円（前年同期は経常利益128,082千円）、

第３四半期純損失65,074千円（前年同期は第３四半期純利益67,156千円）となりました。 

 

事業部門別の売上高について、前年同期比較表及び推移グラフを以下に示します。第３四半期まで

の売上高は前年同期比で微増ですが、上記の研究開発費負担が大きく、この分が営業損失になってお

ります。当事業年度の売上見込みは前年対比で微減としております。これは期末に売上が集中しやす

いGRANDITのカスタマイズ事業が前年対比で少し減少していることが主な原因です。 

 

ａ．前年同期比較表 

 （千円未満切捨）

事業部門 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 
売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

前年 

同期比 

(％) 売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

パッケージソフトウェア事業 1,235,493 93.5 1,259,901 93.4 102.0 1,932,673 95.0

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱの販売・保守 328,435 24.9 292,532 21.7 89.1 435,317 21.4

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱのｶｽﾀﾏｲｽﾞ 907,058 68.6 967,369 71.7 106.6 1,497,356 73.6

システムインテグレーション事業 31,579 2.4 25,018 1.9 79.2 38,758 1.9

コンサルティング事業 54,821 4.1 63,795 4.7 116.4 62,981 3.1

合計 1,321,894 100.0 1,348,715 100.0 102.0 2,034,412 100.0

 

ｂ．推移グラフ 
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＜主要パッケージソフトウェア別の事業状況＞ 

①ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」関連 

当第３四半期会計期間の「SI Object Browser」関連の売上高は、231,644千円（前年同期比9.7％

減）となりました。主力となるデータベース開発支援ツール「SI Object Browser」及びデータベー

ス設計支援ツール「SI Object Browser ER」の２製品はともに比較的堅調に推移しておりますが、

前期に「SI Object Browser」のバージョンアップによる売上増加があった反動で、今期は少し減収

となっております。 

一方、アプリケーション開発支援ツール「SI Object Browser AP」及び前事業年度末に中国市場

で販売開始した「SI Object Browser 中国語版」は、販売促進コストを抑えている分まだ売上高が

小さい状況です。これらに関しては引き続き長期的なスタンスで売上拡大に努めてまいります。 

また、当第３四半期会計期間に新製品としてプロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」

をリリースいたしました。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拡大していく方針を立てており、今後の

業績向上に寄与すると見込んでおります。さらに、「SI Object Browser SQL Server版」をリリー

スし、これまでのOracleユーザーだけでなくMicrosoftユーザーに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。 

 

②ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」関連 

当第３四半期会計期間の「SI Web Shopping」関連の売上高は、569,312千円（前年同期比54.5％

増）となりました。 

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の普及を

背景に、「SI Web Shopping」関連の売上高は好調に伸びております。 

今後、さらにECの市場は拡大すると見込んでおります。そうした状況から、当事業年度下期には

コンシューマ向け（B to C版）の新バージョン（Ver10.0）を販売予定としております。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」に引き続いて、「SI Web Shopping」の中国語版も中国で販売開始

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、まずは日系企業、続いてロー

カル企業へと拡大していく計画としております。 

 

③ERPパッケージ「GRANDIT」関連 

当第３四半期会計期間の「GRANDIT」関連売上高は、503,769千円（前年同期比21.5％減）と前年

同期と比べ減少となりました。第１四半期から景気後退の影響を受けて前年対比でマイナスが続い

ておりますが、独自ソリューションの展開が効果をあげて下期以降前年同期比減少幅は縮小傾向に

あります。 

当社の「GRANDIT」関連のビジネスは、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、「GRANDIT」関連のERPビジネスは市場環境の影

響を受けて顧客が情報化投資を抑制する傾向があります。このため当事業年度は控えめな計画を立

てておりましたが、秋以降の急速な景気後退ムードを受けて依然厳しい状況が続いております。 

しかしながら、下期になって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」とGRANDITに連携できる総合プロジェクト管理システム「SI Object Browser PM」を順

次リリースし、その効果で既にいくつかの案件受注に結びついております。今後製造業およびＩＴ

企業へ「GRANDIT」を導入する際の有力コンテンツとして販売していく計画としております。 

また、これまでの間接受注を中心としたビジネス形態のほかに直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。 
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主要パッケージソフトウェア別の売上高について、前年同期比較表及び推移グラフを以下に示しま

す。 

ａ．前年同期比較表 
（千円未満切捨） 

事業部門 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 
売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

前年 

同期比 

(％) 売上高 

(千円) 

構成比

(％) 

「SI Object Browser」関連 256,418 19.4 231,644 17.2 90.3 337,016 16.6

「SI Web Shopping」関連 368,557 27.9 569,312 42.2 154.5 589,973 29.0

「GRANDIT」関連 641,980 48.6 503,769 37.4 78.5 1,039,159 51.1

「SI 作って教材」他パッケージ 9,923 0.8 18,954 1.3 191.0 14,459 0.7

システムインテグレーション他 45,013 3.3 25,033 1.9 55.6 53,802 2.6

合計 1,321,894 100.0 1,348,715 100.0 102.0 2,034,412 100.0

 
ｂ．推移グラフ 
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２．財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

流動資産は、前事業年度末に比べ120,464千円減少し1,161,337千円となりました。これは主として、

売掛金の減少290,149千円、現金及び預金の増加16,218千円、たな卸資産の増加48,521千円などによる

ものであります。現金及び預金の増加及び売掛金の減少は、前事業年度末の売掛金回収によるもので

あります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ10,749千円減少し277,486千円となりました。これは主として、権

利金の償却による減少14,999千円、ソフトウェアの増加10,817千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131,214千円減少し1,438,823千円となりました。 

負債合計は、前事業年度末に比べ37,213千円減少し292,116千円となりました。これは主として、前

受金の増加14,321千円、賞与引当金の増加35,327千円、受注損失引当金の増加5,049千円、未払法人税

等の減少55,677千円などによるものであります。前受金の増加は、主に受託案件の一部前受けによる

ものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ94,000千円減少の1,146,706千円となりました。これは、第３四

半期純損失の計上65,074千円、剰余金の配当28,925千円により繰越利益剰余金が94,000千円減少した

こと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３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、626,859千

円と前第３四半期会計期間末に比べ42,780千円の減少となっております。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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは157,829千円のプラス（前年同期は319,322千円のプラス）

となりました。これは主に売上債権の減少額290,149千円、前受金の増加額14,321千円等の資金増加

要因が、税引前第３四半期純損失98,716千円、たな卸資産の増加額48,521千円、法人税等の支払額

54,033千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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは113,269千円のマイナス（前年同期は230,676千円のマイナ

ス）となりました。これは無形固定資産の取得による支出111,919千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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは28,341千円のマイナス（前年同期は25,255千円のマイナ

ス）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。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間の業績は、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。しかし積極的に行ってまいりました研究開発も終了し、その成果により第４の柱となるプ

ロジェクト管理システム「SI Object Browser PM」およびGRANDIT業種別テンプレート「製造業向けソ

リューション」が完成しております。これらの成果は、既に多くの受注に結びついておりますが、今

後は本格的にこの投資分を回収する局面になります。また、研究開発費をはじめ役員報酬の減額など

販売管理費の一層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

の向上に努め、利益を生む体質の強い企業にしてまいります。 

当社事業は比較的期末偏重の傾向があり、現在進行している仕掛プロジェクトの多くは当期末の完

了を予定しております。 

これらのことにより、当事業年度の業績予想は、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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４.四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 
 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年11月30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  669,639 626,859 610,640 

 ２ 売掛金  219,759 203,824 493,973 

 ３ たな卸資産  278,940 183,422 134,900 

 ４ 繰延税金資産  － 72,990 33,948 

 ５ その他  47,094 74,894 9,821 

   貸倒引当金  △44 △654 △1,483 

   流動資産合計   1,215,390 80.6 1,161,337 80.7  1,281,802 81.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１ 14,088 11,579 13,459 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  164,858 178,766 167,949 

  (2) 権利金  85,000 － 80,000 

  (3) その他  170 65,170 170 

   無形固定資産合計  250,028 243,937 248,119 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) その他  31,619 21,969 26,656 

    貸倒引当金  △4,042 － － 

   投資その他の 
   資産合計  27,577 21,969 26,656 

   固定資産合計   291,694 19.4 277,486 19.3  288,235 18.4

   資産合計   1,507,085 100.0 1,438,823 100.0  1,570,037 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年11月30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  67,659 99,714 99,443 

 ２ 未払法人税等  13,988 596 56,273 

 ３ 前受金  69,382 33,197 18,875 

 ４ 賞与引当金  76,670 95,365 60,038 

 ５ 受注損失引当金  － 5,599 550 

 ６ その他 ※２ 109,679 57,644 94,149 

   流動負債合計   337,379 22.4 292,116 20.3  329,330 21.0

   負債合計   337,379 22.4 292,116 20.3  329,330 21.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   357,072 23.7 358,402 24.9  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 23.0 348,402 24.2  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  439,561 413,902 507,903 

   利益剰余金合計   465,561 30.9 439,902 30.6  533,903 34.0

   株主資本合計   1,169,705 77.6 1,146,706 79.7  1,240,707 79.0

   純資産合計   1,169,705 77.6 1,146,706 79.7  1,240,707 79.0

   負債純資産合計   1,507,085 100.0 1,438,823 100.0  1,570,037 100.0

    

 

 



㈱システムインテグレータ （3826） 平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 
 
(２) 四半期損益計算書 

 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30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   1,321,894 100.0 1,348,715 100.0  2,034,412 100.0

Ⅱ 売上原価   872,182 66.0 978,269 72.5  1,372,040 67.4

   売上総利益   449,711 34.0 370,445 27.5  662,371 32.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   322,060 24.3 471,689 35.0  420,115 20.7

   営業利益 
又は営業損失（△） 

  127,651 9.7 △101,244 △7.5  242,255 11.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  431 0.0 1,719 0.1  862 0.1

   経常利益 
又は経常損失（△） 

  128,082 9.7 △99,524 △7.4  243,118 12.0

Ⅴ 特別利益   103 0.0 829 0.1  － －

Ⅵ 特別損失   13,117 1.0 21 0.0  14,167 0.7

税引前第３四半期
(当期)純利益又は税
引前第３四半期純損
失（△） 

  115,067 8.7 △98,716 △7.3  228,950 11.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 61,089 713 101,898 

   法人税等調整額  △13,178 47,910 3.6 △34,355 △33,641 △2.5 △8,445 93,452 4.6

第３四半期(当期)純
利益又は第３四半期
純損失（△） 

  67,156 5.1 △65,074 △4.8  135,498 6.7
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

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

第３四半期会計期間中の変動額    

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

 第３四半期純利益 － － － － 67,156 67,156 67,156 67,156

第３四半期会計期間中の変動額合計
(千円) 

－ － － － 41,060 41,060 41,060 41,060

平成19年11月30日残高(千円) 357,072 347,072 347,072 26,000 439,561 465,561 1,169,705 1,169,705

 

当第３四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

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

第３四半期会計期間中の変動額    

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

 第３四半期純損失 － － － － △65,074 △65,074 △65,074 △65,074

第３四半期会計期間中の変動額合計
(千円) 

－ － － － △94,000 △94,000 △94,000 △94,000

平成20年11月30日残高(千円) 358,402 348,402 348,402 26,000 413,902 439,902 1,146,706 1,146,706
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 

合計 

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) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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   

   税引前第３四半期(当期)純利益 

又は税引前第３四半期純損失（△） 
 115,067 △98,716 228,950

   減価償却費  87,453 88,698 117,203

   賞与引当金の増加額  32,511 35,327 15,879

   貸倒引当金の増減額(△：減少)  △103 △829 1,336

   受注損失引当金の増減額(△：減少)  △3,670 5,049 △3,120

   受取利息及び受取配当金  △3 △8 △4

   有価証券利息  △254 △813 △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)  267,386 290,149 △6,827

   たな卸資産の増減額（△：増加）  △133,707 △48,521 10,332

   未収消費税等の増減額（△：増加）  689 △325 689

   仕入債務の増加額  856 270 32,641

   未払消費税等の増減額(△：減少)  11,313 △28,769 28,769

   前受金の増減額（△：減少）  33,290 14,321 △17,216

   その他  4,911 △44,791 3,312

    小計  428,858 211,041 425,657

   利息及び配当金の受取額  258 821 459

   法人税等の支払額  △109,794 △54,033 △109,794

   営業活動によるキャッシュ・フロー  319,322 157,829 316,322

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  △199,745 △599,360 △389,544

   有価証券の償還による収入  199,745 599,360 389,544

   有形固定資産の取得による支出  △6,696 △1,350 △7,312

   無形固定資産の取得による支出  △220,180 △111,919 △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  △230,676 △113,269 △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  △25,255 △28,341 △25,312

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △25,255 △28,341 △22,652

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  63,390 16,218 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 

  第３四半期末(期末)残高 
※ 669,639 626,859 610,640
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(５) 注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 

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 

同左 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

同左 

   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

（会計方針の変更） 

当第３四半期会計期間よ

り、平成19年度法人税法

改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した減

価償却資産については、

改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による

当第３四半期会計期間の

損益に与える影響は軽微

であります。 

(1) 有形固定資産   

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

(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。 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

  おります。 

なお、これによる当第

３四半期会計期間の損益に

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 

 

 (3) 受注損失引当金 

請負契約に係る開発案

件のうち、第３四半期会

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、第３四半期

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 四半期キャッシ

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 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

５ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

同左 

 

消費税及び地方消費税の会

計処理 

同左 

 

 

 
 
表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日) 

（四半期貸借対照表） 

前第３四半期会計期間まで区分掲記しておりま

した「未払金」（当第３四半期会計期間71,219千

円）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。 

（四半期貸借対照表） 

１． 前第３四半期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。 

   なお前第３四半期末の「繰延税金資産」は

37,760千円であります。 

２． 前第３四半期会計期間まで区分掲記しており

ました「権利金」（当第３四半期会計期間の残

高65,000千円）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。 
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注記事項 

 

(四半期貸借対照表関係) 

 
前第３四半期会計期間末 
(平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年11月30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         8,339千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         10,894千円 

※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     ― 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 

   有価証券利息      254千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

   有価証券利息   813千円 

※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   3,121千円 

   無形固定資産  84,331千円 

 ２ 減価償却実施額 

   有形固定資産   3,437千円

   無形固定資産  85,695千円

 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

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

前第３四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日) 

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 当第３四半期会計期間末

 普通株式 (株) 13,048 ― ― 13,048

 

２ 自己株式に関する事項 

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。 

 

４ 配当に関する事項 

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
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当第３四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

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 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 13,148 ― ― 13,148

 

２ 自己株式に関する事項 

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。 

 

４ 配当に関する事項 

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

 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

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

（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 

 

２ 自己株式に関する事項 

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。 

 

４ 配当に関する事項 

(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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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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第３四半

期末残高と第３四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成19年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 669,639千円

現金及び現金同等物 669,639千円
 

※ 現金及び現金同等物の第３四半

期末残高と第３四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成20年11月30日現在)

現金及び預金勘定 626,859千円

現金及び現金同等物 626,859千円
 

※ 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
 

 

(リース取引関係) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 

 

(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末(平成19年11月30日) 

時価評価されていない有価証券 

 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 973

(注) 表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当四半期会計期間にお

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、四半期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。 
 

 

当第３四半期会計期間末(平成20年11月30日) 

時価評価されていない有価証券 

 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 973

(注) 表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。 
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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 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 973

(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。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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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(ストック・オプション等関係) 

前第３四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 
 

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 

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 平成17年８月31日～平成19年８月31日 

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） ― 

 （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。 

 

(持分法損益等) 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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) 

前第３四半期会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 
 
 

 

(１株当たり情報) 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 89,646円34銭 

１株当たり第３四半
期純利益 

5,146円90銭 

潜在株式調整後１株
当たり第３四半期純
利益 

4,881円64銭 

 

 

１株当たり純資産額 87,215円28銭

１株当たり第３四半
期純損失 

4,949円42銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、１株

当たり第３四半期純損失であるため

記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 94,364円71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
当たり当期純利益 

9,852円28銭

 

(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益又は１株当たり第３四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり第３四

半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

前第３四半期会計期間

(自 平成19年３月１日

至 平成19年11月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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株当たり第３四半期(当
期)純利益又は１株当たり第
３四半期純損失 

 

第３四半期(当期)純利益
又は第３四半期純損失
（△）(千円) 

67,156 △65,074 135,498

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る第３四半
期(当期)純利益又は第３
四半期純損失（△）(千
円)  

67,156 △65,074 135,498

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
第３四半期(当期)純利益 

 

第３四半期(当期)純利益
調整額(千円) 

― ― ―

普通株式増加数(株) 709 ― 695

 （うち新株予約権） （709） （―） （695）
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(重要な後発事象) 
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