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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3月期第3四半期 44,215 ― 1,364 ― 1,245 ― 385 ―

20年3月期第3四半期 46,786 11.4 425 △64.8 393 △67.0 △74 ―

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3四半期 13.81 ―

20年3月期第3四半期 △2.58 ―

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3四半期 29,235 16,817 55.8 602.83
20年3月期 31,778 17,795 54.5 617.06

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  16,318百万円 20年3月期  17,309百万円

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 ― ― ― 22.00 22.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 22.00 22.00

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 63,000 △5.0 3,400 42.0 3,400 46.6 1,800 85.2 64.17

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、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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提 
としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
上記業績予想に関する事項は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ください。 
なお、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。 
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。  

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3月期第3四半期 29,397,185株 20年3月期 29,397,185株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 2,327,117株 20年3月期 1,345,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 27,894,430株 20年3月期第3四半期 28,895,400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

（1）業績の状況

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、世界経済の急減

速を受けて、企業部門の弱さが目立ちはじめ、国内景気は急速に悪化しています。10月の景気動向一致指数は３ヶ

月連続低下、先行指数も大幅低下と、景気の悪化を示しています。10月の鉱工業生産指数も２ヶ月ぶりに低下、世

界的な景気減速による外需の減少を受けて、企業の生産活動は低下傾向にあります。電子部品・デバイス等の業種

では、在庫圧力も高まっており、また、法人企業統計の設備投資は６四半期連続で減少しており、企業は、慎重な

投資姿勢を続けています。

情報サービス市場は、経済産業省特定サービス産業動態統計によると、業界全体での売上高は、前年同月比９月

は、-1.7％、10月は、-2.0％と減少しています。金融機関を含む全産業の平成20年度ソフトウェア投資計画がマイ

ナスに修正されるなど、景況感が一段と悪化しています。

このような環境下、当社グループにおきましては、事業コアの確立によるプライム事業体質への変革を最大のテ

ーマに掲げ、「ＩＴソリューション提供力の強化」、「プロジェクトリスクマネジメントの徹底による収益力の強

化」、及び「経営資源の強化と体制づくり」を経営方針として施策を実施しております。

当第３四半期連結会計期間の売上高は、前第３四半期連結会計期間に比べ23億77百万円減の132億47百万円となり

ました。当社グループの当第３四半期連結会計期間におけるセグメント別の売上高は次のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月1日～平成20年６月30日）及び第２四半期連結会計期間（平成20年

７月１日～平成20年９月30日）における連結経営成績については、平成21年３月期 第１四半期決算短信（平成20

年７月31日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年10月30日開示）をご参照ください。また、前年同四半期増減

率は参考として記載しております。

（ソフトウェア開発）

ソフトウェア開発事業におきましては、当社において大型開発案件の収束により、売上高は97億76百万円（前

同四半期連結会計期間比8.3％減）となりました。

（情報処理サービス）

情報処理サービス事業におきましては、当社において運用管理サービスが堅調に推移したため、売上高は26億

69百万円（前同四半期連結会計期間比2.2％増）となりました。

（システム関連サービス）

システム関連サービス事業におきましては、連結子会社であったネットイヤーグループ株式会社ほか２社が前

連結会計年度末に持分法適用の関連会社に変更になったことに伴い売上高が減少したため、売上高は4億45百万円

（前同四半期連結会計期間比69.0％減）となりました。

（システム機器販売）

システム機器販売におきましては、売上高は2億28百万円（前同四半期連結会計期間比71.4％減）となりまし

た。

（その他の事業）

その他の事業におきましては、売上高は1億27百万円（前同四半期連結会計期間比13.3％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益が前同四半期連結会計期間に比べ4億37百万円減の1億72百万円、四半期純利益

は前同四半期連結会計期間に比べ5億20百万円減の△1億40百万円となりました。

なお、当社グループでは主力事業であるソフトウェア開発の事業形態として、開発案件の検収が第２、第４四半

期末日に集中する傾向にあるため、連結会計年度における第２四半期並びに第４四半期の売上高が、第１四半期並

びに第３四半期に比べて多くなっております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ25億42百万円減少し、292億35百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ32億8百万円減少し、209億17百万円となりました。その主な要因

は、現金及び預金が6億28百万円増加したこと、及び受取手形及び売掛金が41億92百万円減少したことによるもので

す。固定資産は、前連結会計年度末に比べ6億66百万円増加し、83億18百万円になりました。その主な要因は、新リ

ース会計基準の適用に伴い有形、及び無形リース資産が12億13百万円増加したこと、及び投資有価証券が6億5百万

円減少したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億64百万円減少し、124億18百万円となり

ました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ30億98百万円減少し、76億37百万円となりました。主な要因は、法

人税等の納税により未払法人税等が17億38百万円減少したこと、及び買掛金が9億32百万円減少したことによるもの

です。また、新リース会計基準の適用に伴い１年以内リース負債が4億70百万円増加しました。固定負債は、前連結

会計年度末に比べ15億34百万円増加し、47億81百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が8億45百万円増

加したことと、新リース会計基準の適用に伴い１年超のリース負債が7億81百万円増加したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ9億78百万円減少し、168億17百万円と

なりました。この主な要因は、利益剰余金が2億33百万円減少したこと、自己株式が5億47百万円増加したこと、及

び有価証券評価差額金が2億5百万円減少したことによるものです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の54.5％から、55.8％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて6億30百万円増加

し、69億17百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りです。

（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、13億94百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半

期純利益が8億22百万円、売上債権の減少額41億90百万円による資金の増加と、仕入債務の減少額9億32百万円と法

人税等の支払い26億7百万円による資金の減少であります。

（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、3億44百万円の支出となりました。この主な要因は、投資有価証券の取

得による2億17百万円の支出と有形、及び無形固定資産の取得による1億98百万円の支出による資金の減少でありま

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、4億19百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入金による

30億円の資金の増加と、長期借入金の返済による19億1百万円の支出、自己株式の取得による5億61百万円の支出、

及び配当金6億15百万円の支出、並びにリース債務の返済3億97百万円の支出による資金の減少であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月９日に発表した予想を変更しておりません。

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報、及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。
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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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

連結子会社の税金費用については、四半期連結財務諸表に与える影響を勘案し、当第３四半期連結会計期

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。

（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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これに

より、営業利益が32百万円、経常利益が6百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は37百万円減少しており

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。

③ 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法（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、これにより損益に与える影響はありません。

④ 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。

なお、これにより損益に与える影響はありません。
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,177,796 6,549,331
受取手形及び売掛金 7,327,301 11,519,584
商品及び製品 21,208 24,746
仕掛品 3,335,374 3,337,894
原材料及び貯蔵品 7,276 13,725
繰延税金資産 1,507,723 1,935,051
その他 1,549,668 750,747
貸倒引当金 △9,249 △5,391

流動資産合計 20,917,099 24,125,691

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 795,638 738,764
減価償却累計額 △168,015 △143,416

建物及び構築物（純額） 627,622 595,347

土地 952,754 952,754
リース資産 1,424,275 －

減価償却累計額 △339,710 －

リース資産（純額） 1,084,564 －

その他 330,719 349,144
減価償却累計額 △214,425 △221,406

その他（純額） 116,293 127,737

有形固定資産合計 2,781,235 1,675,839

無形固定資産

のれん 264,020 391,749
その他 527,965 422,012

無形固定資産合計 791,986 813,761

投資その他の資産

投資有価証券 1,970,767 2,576,699
敷金及び保証金 1,207,078 1,234,998
繰延税金資産 957,366 657,784
その他 697,145 757,324
貸倒引当金 △86,933 △63,949

投資その他の資産合計 4,745,423 5,162,856

固定資産合計 8,318,645 7,652,457

資産合計 29,235,744 31,778,148
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,924,365 2,856,922
短期借入金 259,621 243,021
1年内返済予定の長期借入金 1,119,885 867,124
未払法人税等 113,404 1,851,490
賞与引当金 555,683 1,827,979
役員賞与引当金 8,175 10,800
受注損失引当金 208,698 313,800
その他 3,447,326 2,764,500

流動負債合計 7,637,159 10,735,639

固定負債

長期借入金 2,001,083 1,155,591
繰延税金負債 4,888 4,888
退職給付引当金 1,340,617 1,464,130
役員退職慰労引当金 272,679 274,879
投資損失引当金 － 35,000
その他 1,162,266 312,966

固定負債合計 4,781,535 3,247,455

負債合計 12,418,694 13,983,094

純資産の部

株主資本

資本金 6,878,413 6,878,413
資本剰余金 5,037,983 5,037,983
利益剰余金 5,865,740 6,099,001
自己株式 △1,498,109 △950,191

株主資本合計 16,284,028 17,065,207

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,396 230,663
為替換算調整勘定 9,282 14,020

評価・換算差額等合計 34,679 244,684

少数株主持分 498,342 485,161

純資産合計 16,817,050 17,795,053

負債純資産合計 29,235,744 31,778,148
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（２）四半期連結損益計算書
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 44,215,430
売上原価 37,267,815

売上総利益 6,947,615

販売費及び一般管理費 5,583,169

営業利益 1,364,445

営業外収益

受取配当金 35,494
保険返戻金 69,061
その他 37,688

営業外収益合計 142,243

営業外費用

持分法による投資損失 119,094
その他 141,799

営業外費用合計 260,893

経常利益 1,245,796

特別利益

投資損失引当金戻入額 35,000
事業譲渡益 35,000
その他 9,654

特別利益合計 79,654

特別損失

投資有価証券評価損 417,046
その他 85,685

特別損失合計 502,731

税金等調整前四半期純利益 822,718

法人税、住民税及び事業税 246,966
法人税等調整額 167,325
法人税等追徴税額 2,086

法人税等合計 416,378

少数株主利益 21,118

四半期純利益 385,221
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（第３四半期連結会計期間）

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 13,247,264
売上原価 11,283,420

売上総利益 1,963,843

販売費及び一般管理費 1,791,071

営業利益 172,771

営業外収益

保険返戻金 67,172
その他 36,463

営業外収益合計 103,635

営業外費用

持分法による投資損失 97,774
その他 52,204

営業外費用合計 149,979

経常利益 126,427

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,580
賞与引当金戻入額 2,251
子会社株式売却益 2,946

特別利益合計 7,778

特別損失

投資有価証券評価損 216,673
その他 2,653

特別損失合計 219,326

税金等調整前四半期純損失（△） △85,121

法人税、住民税及び事業税 112,245
法人税等調整額 △63,213

法人税等追徴税額 2,086

法人税等合計 51,118

少数株主利益 4,311

四半期純損失（△） △140,551
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31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 822,718
減価償却費 567,958
賞与引当金の増減額（△は減少） △1,272,296

投資有価証券評価損益（△は益） 417,046
売上債権の増減額（△は増加） 4,190,974
仕入債務の増減額（△は減少） △932,557

未払消費税等の増減額（△は減少） △221,529

その他 459,932

小計 4,032,250

利息及び配当金の受取額 50,774
利息の支払額 △80,188

法人税等の支払額 △2,607,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,394,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △175,654

定期預金の払戻による収入 177,220
投資有価証券の取得による支出 △217,965

有形固定資産の取得による支出 △65,724

無形固定資産の取得による支出 △132,300

保険積立金の積立による支出 △38,436

保険積立金の解約による収入 92,663
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 △22,551

その他 38,433

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,315

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） 46,600
長期借入れによる収入 3,000,000
長期借入金の返済による支出 △1,901,747

リース債務の返済による支出 △397,030

自己株式の取得による支出 △561,482

配当金の支払額 △615,445

その他 9,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,675

現金及び現金同等物に係る換算差額 △838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630,030

現金及び現金同等物の期首残高 6,287,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,917,929
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場及び販売方法の類似性により区分しております。

２．事業区分

３．会計処理の方法の変更

（リース取引に関する会計基準）

「４．その他（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」に記載の

とおり、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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、ソフト

ウェア開発事業が24,083千円、情報処理サービス事業が6,355千円、システム関連サービス事業が994千円、

その他の事業が55千円、それぞれ増加しております。

科目

情報サービス関連事業
その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）ソフトウェ

ア開発
（千円）

情報処理サ
ービス
（千円）

システム関
連サービス
（千円）

システム
機器販売
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
33,111,516 8,154,294 1,637,692 948,594 363,332 44,215,430 － 44,215,430

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

180,580 41,607 87,734 19,082 370,609 699,615 (699,615) －

計 33,292,096 8,195,901 1,725,427 967,677 733,942 44,915,046 (699,615) 44,215,430

営業利益 2,876,983 823,959 339,612 122,583 67,761 4,230,900 (2,866,454) 1,364,445

事業区分 主要な製品及び役務

情報サービス関連事業

ソフトウェア開発事業 コンピュータのソフトウェア開発関連業務

情報処理サービス事業 コンピュータの受託計算運用管理（アウトソーシング形態の受託を含む）

システム関連サービス事業 コンピュータのソフトウェア保守、教育及び導入支援、各種コンサルティング業務

システム機器販売事業 情報機器、ソフトウェアパッケージ及びサプライ品等の販売

その他の事業 人材派遣、ビルメンテナンス、不動産の賃貸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ソラン株式会社（9750）　平成21年3月期　第3四半期決算短信

-10-



〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）

海外売上高の合計が連結売上高の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

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

46,786

40,403

6,382

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,957

営業利益 425

93

125

経常利益 393

28

224

197

税金費用 194

少数株主損益 76

四半期純損失 △ 74

税金等調整前四半期純利益

金額（百万円）

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

Ⅵ 特別利益

Ⅶ 特別損失

Ⅳ 営業外収益

科 目

Ⅰ 売上高

前年同四半期

(平成20年３月期

Ⅱ 売上原価

売上総利益

Ⅴ 営業外費用

第３四半期)
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ･フロー計算書

Ⅰ

税金等調整前当期純利益 197

減価償却費 209

のれん償却費 151

賞与引当金の減少額 △ 1,249

受注損失引当金の増加額 249

減損損失 126

前払費用の増加額 △ 259

前受金の増加額 621

売上債権の減少額 4,662

たな卸資産の増加額 △ 2,516

仕入債務の減少額 △ 693

未収入金の減少額 1,154

未払消費税等の減少額 △ 259

その他 △ 136

小計 2,256

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △ 47

法人税等の支払額 △ 1,016

法人税等の還付による収入 7

1,247

Ⅱ

定期預金の解約による収入 190

定期預金の預入による支出 △ 206

有形固定資産の取得による支出 △ 112

無形固定資産の取得による支出 △ 169

敷金保証金の差入による支出 △ 62
連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

△ 70

その他 41

△ 390

Ⅲ 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 △ 746

長期借入金の返済による支出 △ 1,055

配当金の支払額 △ 579

自己株式の取得による支出 △ 609

自己株式の売却による収入 11

少数株主への配当支払額 △ 7

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,987

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減少額 △ 2,130

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,587

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 6,457

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

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

区 分

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

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額（百万円）
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ａ．事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

セグメント

科 目

(1)

(2)

32,985 7,929 4,478 1,515 675 47,587 (801) 46,786

31,135 7,025 4,221 1,305 572 44,260 2,100 46,360

1,850 904 257 210 103 3,327 (2,901) 425

ｂ．所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

ｃ．海外売上高

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

海外売上高が、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。

外部顧客に対す
る売上高

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

計

32,800

185

連結
（百万円)

ソフトウェア
開発

（百万円)

情報処理
サービス
（百万円)

システム
関連サービス
（百万円)

システム
機器販売
（百万円)

情報サービス関連事業
その他の

事業
（百万円)

計
（百万円)

消去又は
全社

（百万円)

46,786

25 214 20 355 801 (801) －

7,904 4,264

（３）セグメント情報

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、
いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

46,786 －

売上高

営業費用

営業利益

1,495 320
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