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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 916 ― △115 ― △120 ― △289 ―

20年3月期第3四半期 1,120 △6.8 △22 ― △24 ― △36 ―

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 △61.62 ―

20年3月期第3四半期 △7.79 ―

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 2,130 1,330 62.4 284.38
20年3月期 2,724 1,668 61.2 355.04

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,330百万円 20年3月期  1,668百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 1,550 △9.7 50 △60.6 45 △60.5 △80 ― △17.02

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  4,699,600株 20年3月期  4,699,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  22,656株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  4,696,923株 20年3月期第3四半期  4,699,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当事業年度より「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「四半期財務諸表等に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用指針第14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる可能性があります。  
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 当第3四半期累計期間における国内経済は、米国におけるサブプライムローン問題から端を発し同国の大手証券会

社の破綻を引き金とした世界的な金融危機によって著しい信用収縮が進む状況となり、特に金融機関における短期金

融市場に至っては機能不全に陥る深刻な環境に加え、ドルの信用力の低下から円高が加速した結果、これまで国内経

済を牽引してきた自動車を中心とした製造業の収益を直撃し11月以降は軒並み業績の下方修正並びに生産調整が続い

ております。 

 当社の主たる販売市場であります測量土木、不動産登記関連の市場動向といたしましても、平成19年改正建築基準

法施工後に一時停滞しました建築確認申請業務は、その後の法律運用の見直しにより改善は進んでおりますが、なお

従来業務に至っていない状況にあると共に、金融機関における短期資金市場の機能不全の影響から、土地開発を中心

としたデベロッパーの経営破綻が続く好転への材料が見出せない状況になっております。 

 こうした状況の中で当社は、各種デジタル機器により測位された位置情報を解析し表示する開発技術を、測量業

務、不動産関連業務を中心に高精度な位置表示を必要とする様々な業務に対して積極的な営業展開を進めてまいりま

した。既存事業分野においては、第38期第4四半期より市場に投入しました「WingNeo5」並びに観測現場で使用する

モバイルシステム「PocketNeo」の普及を図ると共に、12月からは最新バージョンとなります「WingNeo6」の先行予

約キャンペーンを開始する等、積極的な営業活動を展開してまいりました。また、政府が進める各種行政手続きの中

において、若干ながら普及の度合いに遅れが見受けられました不動産登記に係るオンライン業務に関しましては、手

続きを行ううえで課題となっていました事前準備が大幅に簡略化されることとなり、今後さらなる普及が進むと見込

まれ、当社は本制度開始と共に業界に先駆けて発売しました民間版オンライン申請業務支援ソフトウェアのさらなる

機能強化を図り、オンライン登記業務の普及を目指した業務提案を進めてまいりました。 

 さらには当社が有する高精度位置情報解析・表示技術をコアに、位置情報を必要とする様々な分野に対してアライ

アンスパートナーと共に技術提案を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は916百万円（前年同期比18.2％減）となり、販売市場における景況感

の低下を主な要因とする売上高の減少に対して、製造原価の見直し、販売管理費のさらなる削減を目指してまいりま

したが、営業損失は115百万円（前年同期は22百万円）、経常損失は120百万円（前年同期は24百万円）となりまし

た。 

 当社は従来より実施してまいりました所有資産の効率的活用を当第3四半期において実施し、尾張旭事業所の土

地・建物の減損処理後に売却処分を行い、それによって得た資金は今後計画する新規事業に向けた営業基盤の構築・

開発体制のさらなる充実に向けた投資資金として使用すること等により、第3四半期累計期間純損失は289百万円（前

年同期は36百万円）となりました。  

  

当第3四半期（平成20年4月1日～平成20年12月31日）の財政状況は以下のとおりであります。 

営業活動の結果獲得した資金は43百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失321百万円、減損損失207百万

円、売上債権の減少額266百万円、仕入債務の減少額20百万円、法人税等の支払額75百万円等によるものでありま

す。 

投資活動の結果獲得した資金は110百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入103百万円等によ

るものであります。 

財務活動の結果使用した資金は149百万円となりました。これは短期借入金の純増額52百万円、社債の償還による支

出170百万円、配当金の支払額28百万円等によるものであります。 

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より3百万円増加し、689百万円となっておりま

す。 

  

平成20年10月24日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から修正は行っておりません。   

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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1.簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

2. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。     

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

半期事業年度から適用し、評価基準については、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。この結果、従来の方法による場合と比べて売上総利益が2,604千円減少、営業損失及び経常損失、

税引前四半期純損失がそれぞれ2,604千円増加しております。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 769,797 766,095

受取手形及び売掛金 288,587 555,095

商品 30,512 39,985

製品 2,214 3,717

仕掛品 4,070 －

繰延税金資産 95,753 27,023

その他 35,310 22,767

貸倒引当金 △5,248 △7,216

流動資産合計 1,220,997 1,407,467

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 204,975 264,077

土地 341,789 597,348

その他（純額） 11,104 15,523

有形固定資産合計 557,869 876,949

無形固定資産   

ソフトウェア製品 35,043 74,668

ソフトウエア 8,955 14,505

特許権 36,765 42,569

その他 6,556 7,260

無形固定資産合計 87,320 139,004

投資その他の資産   

投資有価証券 38,456 67,928

差入保証金 45,442 48,796

長期性預金 150,000 150,000

その他 30,502 36,202

貸倒引当金 － △2,049

投資その他の資産合計 264,401 300,877

固定資産合計 909,591 1,316,832

資産合計 2,130,589 2,724,300
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 31,521 51,594

短期借入金 52,500 －

1年内償還予定の社債 100,000 200,000

未払金 19,840 20,196

未払法人税等 2,565 69,824

賞与引当金 － 45,000

その他 36,953 59,251

流動負債合計 243,380 445,867

固定負債   

社債 400,000 470,000

退職給付引当金 95,555 94,646

繰延税金負債 56,584 40,238

その他 5,020 5,017

固定負債合計 557,160 609,902

負債合計 800,540 1,055,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,840 520,840

資本剰余金 558,490 558,490

利益剰余金 256,198 573,818

自己株式 △3,848 －

株主資本合計 1,331,680 1,653,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,632 15,382

評価・換算差額等合計 △1,632 15,382

純資産合計 1,330,048 1,668,530

負債純資産合計 2,130,589 2,724,300
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 916,487

売上原価 268,241

売上総利益 648,245

販売費及び一般管理費 763,991

営業損失（△） △115,746

営業外収益  

受取利息 1,603

受取配当金 1,068

その他 756

営業外収益合計 3,428

営業外費用  

支払利息 879

社債利息 4,983

社債保証料 2,204

営業外費用合計 8,067

経常損失（△） △120,386

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,095

関係会社株式売却益 1,800

投資有価証券売却益 5,855

特別利益合計 9,750

特別損失  

減損損失 207,659

その他 3,429

特別損失合計 211,088

税引前四半期純損失（△） △321,723

法人税、住民税及び事業税 9,568

法人税等調整額 △41,870

法人税等合計 △32,301

四半期純損失（△） △289,422
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △321,723

減価償却費 11,416

無形固定資産償却費 54,441

減損損失 207,659

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,000

売上債権の増減額（△は増加） 266,507

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,905

その他の資産の増減額（△は増加） △3,428

仕入債務の増減額（△は減少） △20,073

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,099

その他の負債の増減額（△は減少） △15,226

その他 △4,430

小計 120,949

利息及び配当金の受取額 2,593

利息の支払額 △5,299

法人税等の支払額 △75,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,146

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の売却による収入 103,500

無形固定資産の取得による支出 △2,756

会員権の売却による収入 1,047

投資有価証券の売却による収入 7,920

その他 496

投資活動によるキャッシュ・フロー 110,207

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △170,000

短期借入金の純増減額（△は減少） 52,500

自己株式の取得による支出 △3,848

配当金の支払額 △28,303

財務活動によるキャッシュ・フロー △149,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,701

現金及び現金同等物の期首残高 686,095

現金及び現金同等物の四半期末残高 689,797
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第3四半期累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年3月期 
第3四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,120,944

Ⅱ 売上原価  298,580

売上総利益  822,363

Ⅲ 販売費及び一般管理費  844,872

営業損失      22,508

Ⅳ 営業外収益  3,522

Ⅴ 営業外費用  5,751

経常損失  24,737

Ⅵ 特別利益  1,312

Ⅶ 特別損失  19,245

税引前四半期純損失  42,670

税金費用 △6,025

四半期純損失  36,645
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第3四半期累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年3月期 
第3四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税引前四半期純利益 △42,670

 減価償却費  16,129

 売上債権の増減額  139,306

 棚卸資産の増減額  1,799

 その他資産の増減額  6,806

 仕入債務の増減額 △27,955

 未払消費税の増減額 △6,225

 その他負債の増減額 △12,685

 その他  18,110

小計  92,615

 法人税等の支払額 △67,654

 その他 △1,007

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  23,953

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 

△851

 無形固定資産の取得によ
る支出 

△11,155

 その他  12,739

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  732

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 社債の償還による支出 △130,000

 長期借入金の返済による
支出 

△9,900

 短期借入金の純増  63,750

 配当金の支払額 △28,183

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△104,333
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前年同四半期

（平成20年3月期 
第3四半期） 

区分 金額（千円）

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（又は減少額） 

△79,647

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  520,067

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  440,420
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販売実績 

  主要品目別売上高は、次のとおりであります。 

（注）1.各項目のその他には、以下のものが含まれております。 

    （1）商品（ハードウェア）・・・・ディスクユニット・サプライ品（ケーブル・プリンタリボン） 

    （2）その他・・・・・・・・・・・修理・図化処理・搬入設置料・賃借料など 

   2.消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報 

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

製品   

測量ソフト（千円）  466,131

土木ソフト（千円）  41,962

製品計（千円）  508,094

商品（ハードウェア）   

コンピュータ一式（千円）  40,237

その他（千円）  59,165

商品（ソフトウェア）（千円）  53,092

商品計（千円）  152,495

その他   

保守契約（千円）  208,970

インスト・セットアップ（千円）  17,242

その他（千円）  29,684

その他計（千円）  255,897

合計（千円）  916,487
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