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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） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の21年３月期第３四半期及び20年３月期第３四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため、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3四半期 2,836 ― 170 ― 168 ― 70 ―
20年3月期第3四半期 2,684 14.1 318 104.6 311 116.9 141 282.7

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 2,270.49 ―
20年3月期第3四半期 4,585.18 ―

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 3,254 2,602 75.6 79,613.83
20年3月期 3,434 2,604 71.1 78,936.08

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,461百万円 20年3月期  2,440百万円

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  

(注)20年３月期期末配当金の内訳 普通配当 1,000円00銭 
                       特別配当  600円00銭  

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 ― ― ― 1,600.00 1,600.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1,000.00 1,000.00

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  有   

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 3,750 △1.5 230 △49.7 190 △57.9 30 △86.4 970.24

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）詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務情報等】４．その他（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をご参
照下さい。  

(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）詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務情報等】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、表示方法等の変更をご参
照下さい。  

(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）平成20年５月13日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年２月６日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
（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。  

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 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  30,920株 20年3月期  30,920株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  30,920株 20年3月期第3四半期  30,912株
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(1) 当第３四半期の概況 

当第３四半期における我が国経済は、世界の金融資本市場の危機を契機に世界的な景気後退が見られ

る中で、外需面に加え国内需要も停滞し、景気の下降局面に直面しつつあります。雇用情勢が急速に悪

化しつつあるとともに、生産調整の声も聞こえつつあります。 

  経済産業省の統計データによると、当社グループが属する情報サービス業は、2008年11月において前

年同月比2.5％減と３カ月連続の減少となっています。また、情報サービス業の中でも、当社グループ

が主として属する「受注ソフトウェア」は、金融業向けなどが堅調なことから９月は、前年同月比2.5%

減であったものの、11月は同2.1％増となっています。しかし、「受注ソフトウェア」は、景気の影響

が遅れて反映されやすい業種であることから、ますます予断を許さない状況になってきております。 

  このような状況の下、当第３四半期連結会計期間においては、製品開発・販売事業が振るわず、さら

に、ビジネス・ソリューション事業では、価格調整の影響を受けたことや待機時間が長引いたことなど

により低調な結果となりました。反面、エンジニアリング・ソリューション事業は好調な売上高を維持

してまいりました。しかし、一方で通年において、いくつかのプロジェクト切り替え時にビジネス・ソ

リューション事業からエンジニア・ソリューション事業への要員教育並びに配置転換が適時に行えず、

外注コストを十分にカットできない状況となりました。その結果、当第３四半期連結会計期間の連結売

上高は894,646千円、営業利益は14,721千円、経常利益は8,738千円、四半期純損失は14,198千円となり

ました。 

  また、それらの結果として、当第３四半期連結累計期間といたしましては、連結売上高は2,836,287

千円（前年同期比5.6%増）、営業利益は170,284千円（同46.5%減）、経常利益は168,378千円（前年同

期比46.0%減）、四半期純利益は70,203千円（同50.5%減）となりました。 

(2) 部門別の売上高の概況 

① ビジネス・ソリューション事業 

 ビジネス・ソリューション事業では、開発分野では堅調であったものの、コンサルティング分野では

単価調整の影響を受け低調な結果となりました。また、コンサルティング分野では提案活動の長期化に

より、待機時間が長引く結果となりました。当第３四半期連結会計期間の売上高は、540,698千円とな

りました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、1,699,551千円（前年同期比6.8%減）となり

ました。 

② エンジニアリング・ソリューション事業 

 エンジニアリング・ソリューション事業では、自動車関連や精密機械製造業関連の基礎研究、次世代

製品研究分野が堅調でした。当第３四半期連結会計期間の売上高は、第２四半期連結会計期間の売上高

を上回り、214,881千円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、586,268千円（同93.7%増）となりまし

た。 

③ 教育ソリューション事業 

 教育ソリューション事業では、今年度の新人技術者教育がひと段落し、中堅技術者向け教育等に注力

しております。好調であった昨年度と、同水準で推移しております。当第３四半期連結会計期間の売上

高は、42,390千円となりました。 

・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
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 また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、215,322千円（同0.6%増）となりまし

た。 

④ 経営コンサルティング事業 

 経営コンサルティング事業では、内部統制コンサルティングの評価フェーズコンサルティングが継続

しております。また、ＩＴ企業向けの業務改善コンサルティングでの売上が、寄与しております。当第

３四半期連結会計期間の売上高は、71,292千円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、256,867千円（同7.5%増）となりまし

た。 

⑤ 製品開発・販売事業 

 製品開発・販売事業では、好調だった３月決算会社向けJUDE/Bizがひと段落しましたが、主力製品で

あるJUDE/ProのWEB対応版であるJUDE/Shareのリリースも完了し、営業活動に注力しております。当第

３四半期連結会計期間の売上高は、25,384千円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高といたしましては、78,278千円（同25.4%減）となりまし

た。 

  

 事業部門別の売上高の内訳につきましては、14ページの６．その他の情報(2)販売実績をご参照くだ

さい。 
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（1） 資産、負債、及び純資産の状況 

① 資産  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、16.7％減少し、1,485,149千円となりました。これは、主

として「現金及び預金」が407,111千円減少したことなどによります。（なお、「現金及び預金」の詳

しい内容につきましては、９ページの四半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下さい。）  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、7.1％増加し、1,769,060千円となりました。これは、主と

して「投資その他の資産」に含まれる投資有価証券が96,467千円増加したことなどによります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、5.3％減少し、3,254,210千円となりました。  

② 負債  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、21.9％減少し、531,222千円となりました。これは、主と

して「未払法人税等」が123,842千円、「その他」に含まれている未払金が46,809千円減少したことな

どによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて20.0％減少し、120,029千円となりました。これは、主とし

て「長期借入金」が30,000千円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、21.6％減少し、651,252千円となりました。 

③ 純資産  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、2,602,958千円となりました。  

④ キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、前第３四半期

連結会計期間末に比べて、332,427千円減少し、478,156千円となりました。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、17,275千円の支出となり

ました。主な内容としては、収入が、減価償却費42,158千円などによるものです。一方、支出として

は、法人税等の支払額111,113千円などとなっております。 

また、当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果によるキャッシュ・フローは、33,972千円の資金

が得られました。主な内容としては、収入が、税金等調整前四半期純利益159,748千円、減価償却費

119,539千円などによるものです。一方、支出としては、未払金及び未払費用の減少額30,859千円、法

人税等の支払額256,704千円などとなっております。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、172,626千円の支出とな

りました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出19,526千円、投資有価証券の取得による

支出46,699千円、短期貸付けによる支出100,000千円となっております。 

また、当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果によるキャッシュ・フローは、360,716千円の支

出となりました。主な内容としては、無形固定資産の取得による支出82,717千円、投資有価証券の取得

による支出106,699千円、短期貸付けによる支出150,000千円となっております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、171千円の支出となりました。

内容としては、配当金の支払額171千円となっております。 

また、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは77,869千円の支出となりま

した。主な内容としては、配当金の支払額47,799千円、長期借入金の返済による支出が30,000千円とな

っております。 

  

世界的な金融危機の影響により、当社グループが属する情報サービス業の先行きも不透明な状況になっ

ており、 近の業績動向を踏まえ業績予想を下方修正いたします。  

 業績予想の修正につきましては、本日（平成21年２月６日）公表「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧下さい。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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。 

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」（企業会計基準委員会

平成18年７月５日 企業会計基準第９号）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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 578,156 985,267

売掛金 620,585 648,300

仕掛品 58,388 28,179

その他 230,053 123,227

貸倒引当金 △2,034 △2,047

流動資産合計 1,485,149 1,782,927

固定資産   

有形固定資産 82,495 95,035

無形固定資産   

のれん 708,242 739,907

その他 380,434 350,186

無形固定資産合計 1,088,676 1,090,094

投資その他の資産   

その他 600,277 466,778

貸倒引当金 △2,387 －

投資その他の資産合計 597,889 466,778

固定資産合計 1,769,060 1,651,907

資産合計 3,254,210 3,434,835

負債の部   

流動負債   

買掛金 68,352 92,885

短期借入金 240,000 240,000

未払法人税等 14,297 138,140

賞与引当金 7,497 21,663

その他 201,075 187,832

流動負債合計 531,222 680,521

固定負債   

長期借入金 120,000 150,000

その他 29 19

固定負債合計 120,029 150,019

負債合計 651,252 830,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 485,240 464,147

株主資本合計 2,463,860 2,442,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,201 △2,063

評価・換算差額等合計 △2,201 △2,063

新株予約権 3,762 －

少数株主持分 137,536 163,590

純資産合計 2,602,958 2,604,294

負債純資産合計 3,254,210 3,434,835
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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 2,836,287

売上原価 1,968,094

売上総利益 868,193

販売費及び一般管理費 697,908

営業利益 170,284

営業外収益  

受取利息 2,570

受取配当金 2,280

その他 3,471

営業外収益合計 8,321

営業外費用  

支払利息 5,544

持分法による投資損失 1,743

為替差損 2,580

その他 359

営業外費用合計 10,227

経常利益 168,378

特別損失  

会員権評価損 8,630

特別損失合計 8,630

税金等調整前四半期純利益 159,748

法人税、住民税及び事業税 95,460

法人税等調整額 20,139

法人税等合計 115,599

少数株主損失（△） △26,054

四半期純利益 70,203
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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 894,646

売上原価 646,494

売上総利益 248,151

販売費及び一般管理費 233,429

営業利益 14,721

営業外収益  

受取利息 1,050

受取配当金 1,380

その他 96

営業外収益合計 2,526

営業外費用  

支払利息 1,736

持分法による投資損失 3,955

為替差損 2,817

営業外費用合計 8,509

経常利益 8,738

特別損失  

会員権評価損 8,630

特別損失合計 8,630

税金等調整前四半期純利益 108

法人税、住民税及び事業税 4,848

法人税等調整額 19,415

法人税等合計 24,263

少数株主損失（△） △9,956

四半期純損失（△） △14,198
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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 159,748

減価償却費 119,539

のれん償却額 31,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,374

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,165

受取利息及び受取配当金 △4,850

支払利息 5,544

持分法による投資損益（△は益） 1,743

売上債権の増減額（△は増加） 6,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,208

仕入債務の増減額（△は減少） △24,533

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △30,859

未払又は未収消費税等の増減額 14,555

その他の資産の増減額（△は増加） △14,941

その他の負債の増減額（△は減少） 58,169

その他 10,666

小計 291,163

利息及び配当金の受取額 3,947

利息の支払額 △4,433

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △256,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,972

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 △20,776

無形固定資産の取得による支出 △82,717

投資有価証券の取得による支出 △106,699

短期貸付けによる支出 △150,000

その他 △522

投資活動によるキャッシュ・フロー △360,716

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 720,000

短期借入金の返済による支出 △720,000

長期借入金の返済による支出 △30,000

配当金の支払額 △47,799

その他 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △407,111

現金及び現金同等物の期首残高 885,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 478,156
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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。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 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
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 （1）（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,684,774

Ⅱ 売上原価 1,719,470

   売上総利益 965,303

Ⅲ 販売費及び一般管理費 647,079

   営業利益 318,224

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 741

 ２ 受取配当金 2,552

 ３ その他 47 3,341

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,553

 ２ 持分法による投資損失 3,236

 ３ 株式交付費 179

 ４ その他 27 9,996

   経常利益 311,569

Ⅵ 特別利益

 １ 営業譲渡益 10,723

 ２ 貸倒引当金戻入額 1,417 12,140

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 15,162

 ２ 役員退職慰労金 12,000

 ３ その他 1,524 28,686

    税金等調整前第３四半期純利益      295,023

   法人税、住民税及び事業税 160,581

   法人税等調整額 3,464 164,046

少数株主損失(△) △10,759

   第３四半期純利益 141,737
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 （2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期純利益 295,023

   減価償却費 116,705

   のれん償却額 31,665

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,417

   賞与引当金の増減額(△は減少) △14,887

   受取利息及び受取配当金 △3,293

   支払利息 6,553

   株式交付費 179

   持分法による投資損益(△は益) 3,236

   営業譲渡損益(△は益） △10,723

   投資有価証券評価損益(△は益) 15,162

   役員退職慰労金 12,000

   売上債権の増減額(△は増加) 330,428

   たな卸資産の増減額(△は増加) △87,883

   仕入債務の増減額(△は減少) △25,492

   未払金の増減額(△は減少) △15,961

   未収及び未払消費税等の増減 △27,031

   その他の資産の増減額(△は増加) △4,276

   その他の負債の増減額(△は減少) 2,639

   その他 584

    小計 623,211

   利息及び配当金の受取額 3,310

   利息の支払額 △4,955

   法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △231,886

   役員退職慰労金の支払額 △12,000

   営業活動によるキャッシュ・フロー 377,679

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 △19,604

   無形固定資産の取得による支出 △87,540

   投資有価証券の取得による支出 △40,000

   差入保証金の差入による支出 △18,799

      営業譲渡による収入 9,882

   その他 △13,204

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△169,266
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前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 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 720,000

   短期借入金の返済による支出 △720,000

   長期借入金の返済による支出 △30,000

   株式の発行による支出 △225

   株式の発行による収入 3,000

   配当金の支払額 △14,764

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△41,990

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△161

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) 166,261

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 644,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  第３四半期末残高
810,584
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当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、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ます。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 

(注) １ 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 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 受注実績

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 719,667 710,647

 （ビジネス・ソリューション事業） 572,977 553,500

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 146,689 157,147

教育ソリューション事業 20,274 21,688

経営コンサルティング事業 41,508 61,548

製品開発・販売事業 34,025 101,607

合計 815,476 895,492

(2) 販売実績

事業部門別 販売高(千円)

エンソロジー・ソリューション事業 755,579

 （ビジネス・ソリューション事業） 540,698

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 214,881

教育ソリューション事業 42,390

経営コンサルティング事業 71,292

製品開発・販売事業 25,384

合計 894,646

相手先

当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

オリンパス株式会社 120,955 13.5
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