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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） 

※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3四半期 6,957 ― 383 ― 400 ― 189 ―

20年3月期第3四半期 7,064 14.5 405 ― 414 ― 244 ―

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 38.42 ―

20年3月期第3四半期 48.59 ―

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 6,675 3,807 56.4 795.10
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3四半期  3,768百万円 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 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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  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 10,000 △6.6 730 △21.6 750 △20.7 350 △18.0 71.78

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3四半期  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3四半期  364,077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3四半期  4,921,061株 20年3月期第3四半期  5,035,202株
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当第３四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69億57百万円（前年同

期比1.5％減）、営業利益3億83百万円（同5.3％減）、経常利益4億円（同3.3％減）、四半期純利益1億89百万円（同

22.7％減）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、サービス・流通業、製造

業等の各業種向け案件は前年同期比で増収となりましたが、通信業向け案件が、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）を中心に大幅に減少し、売上高46億21百万円（同11.9％減）、営業利益3億32

百万円（同41.8％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）販売に関しては年度末の検収予定案件が多いために前年同期比で若干の減少となりましたが、

導入支援及び保守等の各サービス品目は全て順調に展開し、特にＥＵＣ（関連システムの個別受託開発）は前年同期

比倍増以上の増加となりました。この結果、売上高11億33百万円（同53.5％増）、営業利益41百万円（前年同期は40

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、公共系大型案件を始

めとした高付加価値案件の受注が順調であったことにより、売上高12億2百万円（前年同期比11.6％増）、営業利益1

百万円（前年同期は1億34百万円の営業損失）と、顕著な利益回復を達成いたしました。 

 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。  

  

  

① 資産、負債及び資本の状況 

 まず、当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は49億77百万円（前連結会計年度末比8億77百万円の

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16億98百万円（同38百万円の減）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、のれんの償却並びに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14億53百万円（同7億31百万円の減）となりました。これは主として、仕入等に係る買掛

金の減少並びに引当月数の差異に伴う賞与引当金の減少によるものであります。また、固定負債の残高は14億15百万

円（同8百万円の減）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38億7百万円（同1億75百万円の減）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」といいます。）の状況は、期首の資金残

高19億円より10百万円減少し、18億90百万円となりました。 

 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、5億18百万円の収入となりました。これは主として、売上債権の回

収に伴う資金増加と、仕入債務の減少並びに仕掛品等たな卸資産の期中増加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、49百万円の支出となりました。これは主として、投資有価証券の取

得による支出と保険積立金の取崩による収入の差引きの結果であります。 

 最後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、4億71百万円の支出となりました。これは主として、自己株式の

取得、長期借入金の返済並びに利益配当金の支払いによるものであります。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 昨年９月の政府系住宅金融機関の経営悪化から始まった米国発の金融危機は、大手証券会社の破綻、巨大銀行への

連邦政府による支援と連鎖的に拡大し、今や世界のあらゆる産業並びに国民の生活に広範な影響をもたらす未曾有の

大不況と言われる事態にまで深刻化しております。こうした中、わが国の経済についても、設備投資、輸出、雇用情

勢等が急速な悪化傾向となり、これまで経営基盤が強固と思われた大手優良企業においても、主力事業の不振並びに

金融資産の減損等によって、業績の大幅悪化や赤字転落等、非常に厳しい状況に陥る事態となっております。 

 国内の情報サービス業に関しましても、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９月以降直近

の発表月である11月まで３ヵ月連続で売上高前年同月比のマイナス幅を拡大しており（９月△1.7％、10月△2.0％、

11月△2.5％）、製造業等他の産業と比較して若干のタイムラグはあるものの、こちらも急激な景況感の悪化の様相

を呈し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環境下、当社グループにおきましては、２ページの「１．連結経営成績に

関する定性的情報」に記載のとおり、ソフトウェア事業においてやや軟調な業績推移となっている状況から、平成20

年５月13日発表の当初業績予想を本日付で修正いたしました。今後は、年度当初に掲げた重点施策項目を含め、事業

別に以下に掲げる施策を実行することにより、まずは現状の業績計画を確実に達成し、さらに次年度以降の安定成長

に繋げる所存であります。 

 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への取り組み、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及びコストの低減化、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、当期完了予定案件の確実な収益化並びに来期以降の受注残の拡大を図り

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はもとより来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、引き続き大型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。 

 なお、業績予想修正の詳細につきましては、本日別途開示しております「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。 

  

   

該当事項はありません。 

  

  

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 

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３四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。 
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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 2,465,077 2,479,814

受取手形及び売掛金 1,425,486 2,529,306

商品及び製品 200,709 247,873

仕掛品 616,452 235,847

原材料及び貯蔵品 2,334 2,744

繰延税金資産 141,355 221,494

その他 127,019 140,272

貸倒引当金 △1,358 △2,434

流動資産合計 4,977,076 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 △218,229 △210,185

建物及び構築物（純額） 110,580 117,749

土地 142,361 142,361

その他 155,427 155,308

減価償却累計額 △125,939 △122,712

その他（純額） 29,487 32,595

有形固定資産合計 282,429 292,706

無形固定資産   

のれん 180,765 230,065

その他 18,852 23,069

無形固定資産合計 199,617 253,134

投資その他の資産   

投資有価証券 369,897 331,531

繰延税金資産 314,374 272,503

差入保証金 241,529 235,818

その他 344,851 402,233

貸倒引当金 △53,961 △51,061

投資その他の資産合計 1,216,691 1,191,024

固定資産合計 1,698,739 1,736,865

資産合計 6,675,815 7,591,784
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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 466,098 851,254

短期借入金 9,473 18,873

1年内返済予定の長期借入金 135,000 180,000

未払法人税等 13,902 154,004

賞与引当金 212,326 448,018

役員賞与引当金 22,050 15,630

その他 594,234 517,230

流動負債合計 1,453,086 2,185,012

固定負債   

長期借入金 360,000 450,000

退職給付引当金 747,396 678,565

役員退職慰労引当金 298,353 282,527

繰延税金負債 6,900 9,607

その他 2,710 2,915

固定負債合計 1,415,360 1,423,615

負債合計 2,868,446 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 2,259,008 2,195,824

自己株式 △266,460 △65,429

株主資本合計 3,789,560 3,927,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,620 16,117

為替換算調整勘定 △11,838 △2,846

評価・換算差額等合計 △21,458 13,270

少数株主持分 39,266 42,478

純資産合計 3,807,368 3,983,156

負債純資産合計 6,675,815 7,591,784
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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 6,957,596

売上原価 5,340,472

売上総利益 1,617,124

販売費及び一般管理費 1,233,308

営業利益 383,816

営業外収益  

受取利息 9,099

受取配当金 2,629

受取賃貸料 10,489

その他 10,866

営業外収益合計 33,084

営業外費用  

支払利息 7,745

賃貸費用 7,210

その他 1,458

営業外費用合計 16,413

経常利益 400,487

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,689

特別利益合計 1,689

特別損失  

投資有価証券評価損 225

特別損失合計 225

税金等調整前四半期純利益 401,951

法人税等 204,514

少数株主利益 8,372

四半期純利益 189,063
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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 2,048,746

売上原価 1,542,328

売上総利益 506,418

販売費及び一般管理費 384,338

営業利益 122,079

営業外収益  

受取利息 2,220

受取配当金 217

受取賃貸料 2,380

その他 3,003

営業外収益合計 7,822

営業外費用  

支払利息 2,317

賃貸費用 2,027

その他 672

営業外費用合計 5,017

経常利益 124,884

特別利益  

貸倒引当金戻入額 524

特別利益合計 524

特別損失  

投資有価証券評価損 225

特別損失合計 225

税金等調整前四半期純利益 125,183

法人税等 71,109

少数株主利益 794

四半期純利益 53,279
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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 401,951

減価償却費 21,507

ソフトウエア償却費 4,216

のれん償却額 49,299

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,691

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,831

受取利息及び受取配当金 △11,728

支払利息 7,745

売上債権の増減額（△は増加） 1,099,776

前受金の増減額（△は減少） 33,934

たな卸資産の増減額（△は増加） △333,164

仕入債務の増減額（△は減少） △384,938

その他 84,388

小計 806,128

利息及び配当金の受取額 11,899

利息の支払額 △8,317

法人税等の支払額 △291,017

営業活動によるキャッシュ・フロー 518,692

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） △1,682

有形固定資産の取得による支出 △8,867

投資有価証券の取得による支出 △81,920

保険積立金の取崩による収入 63,696

その他 △20,656

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,429

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） △7,863

長期借入金の返済による支出 △135,000

自己株式の取得による支出 △201,031

配当金の支払額 △125,880

少数株主への配当金の支払額 △2,112

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,887

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,119

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 1,890,631
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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。 

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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

  

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、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  1,477,232  255,104  316,409  2,048,746 －  2,048,746

２．セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,850  1,414 －  4,264 △4,264 － 

計  1,480,082  256,518  316,409  2,053,010 △4,264  2,048,746

営業利益又は営業損失（△）  164,943  △21,687 △24,584  118,672  3,406  122,079

  
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  4,621,889  1,133,085  1,202,622  6,957,596 －  6,957,596

２．セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 8,550  3,826 －  12,376 △12,376 － 

計  4,630,439  1,136,911  1,202,622  6,969,972 △12,376  6,957,596

営業利益  332,915  41,467  1,022  375,405  8,410  383,816
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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） 

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」②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３四半

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） 

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」③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、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。 

  

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）及び当第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） 

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。 

  

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）及び当第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。 

  

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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、第２四半期連結会計期間において、自己株式が161,700千円

増加しました。 

 また、平成20年11月11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76,000株取得しました。この結果、当第３四半期連結会計期間において、自己株式が39,292千円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式が266,460千円となっております。 
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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 

  

  

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  7,064,519

Ⅱ 売上原価  5,510,201

売上総利益  1,554,317

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,149,090

営業利益  405,227

Ⅳ 営業外収益  26,748

Ⅴ 営業外費用  17,747

経常利益  414,228

Ⅵ 特別利益  2,032

Ⅶ 特別損失  13,534

税金等調整前四半期純利益  402,726

税金費用  157,130

少数株主利益  935

四半期純利益  244,660
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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 

 税金等調整前四半期純利益  402,726

 減価償却費  22,869

 ソフトウェア償却費  3,471

 のれん償却額  49,299

 投資有価証券評価損  13,229

 賞与引当金の増減（△）額 △96,038

 役員賞与引当金の増加額  24,748

 退職給付引当金の増加額  31,220

 受取利息及び受取配当金 △9,155

 支払利息  10,206

 売上債権の増（△）減額  1,301,900

 たな卸資産の増加額 △248,177

 仕入債務の増減（△）額 △385,872

 前受金の増加額  62,427

 その他 △77,057

 小計  1,105,796

 利息及び配当金の受取額  9,073

 利息の支払額 △10,537

 法人税等の支払額 △16,924

 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  1,112,423

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の増加額 △52,144

 有形固定資産の取得による支出 △22,782

 その他 △3,717

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,643
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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）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の減少額 △89,834

 長期借入金の返済による支出 △135,000

 配当金の支払額 △100,704

 少数株主への配当金の支払額 △2,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,231

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,085

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  707,633

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期末残高  1,683,076

日本システム技術㈱ （4323） 平成21年３月期　第３四半期決算短信

- 13 -



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） 

（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。 

  

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） 

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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  5,248,462  738,034  1,078,022  7,064,519 －  7,064,519

２．セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 140  22,527  13,947  36,615  △36,615 － 

計  5,248,602  760,562  1,091,969  7,101,134  △36,615  7,064,519

営業費用  4,676,435  800,984  1,225,991  6,703,412  △44,121  6,659,291

営業利益又は営業損失（△）  572,166  △40,422  △134,022  397,721  7,506  405,227

〔所在地別セグメント情報〕 
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(1）生産実績 

 当第３四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３四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３四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。 

  

  

６．その他の情報 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ソフトウェア事業（千円）  3,661,051

パッケージ事業（千円）  767,240

システム販売事業（千円）  912,180

合計（千円）  5,340,472

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）  4,715,145  1,240,216

パッケージ事業（千円）  1,686,561  888,766

システム販売事業（千円）  1,644,685  797,566

合計（千円）  8,046,392  2,926,548

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ソフトウェア事業（千円）  4,621,889

パッケージ事業（千円）  1,133,085

システム販売事業（千円）  1,202,622

合計（千円）  6,957,596

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％）

ドコモ・システムズ㈱  527,912  7.6

富士通㈱  335,422  4.8

日本アイ・ビー・エム㈱  322,195  4.6
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