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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28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11月期第1四半期 2,744 ― 108 ― 63 ― △235 ―

20年11月期第1四半期 3,172 △12.4 272 △54.6 313 △53.4 148 △58.3

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11月期第1四半期 △13.35 ―

20年11月期第1四半期 8.16 8.15

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11月期第1四半期 14,696 12,258 83.3 694.91
20年11月期 16,980 14,275 84.0 809.56

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  12,247百万円 20年11月期  14,268百万円

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11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年11月期 ―

21年11月期 
（予想）

0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,917 △17.2 203 △70.9 197 △73.9 △226 ― △12.82

通期 12,326 △14.7 1,303 △5.6 1,465 △5.7 710 157.2 40.29
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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）  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、７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 

 １．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、現時点における入手可能な情報および計画が含まれており、実際の業績
は、今後発生する様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、６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参照ください。 
 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11月期第1四半期 18,287,000株 20年11月期  18,287,000株

② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  663,146株 20年11月期  663,066株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 17,623,894株 20年11月期第1四半期 18,230,949株
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当第１四半期の世界経済は、金融システムの混乱による実体経済への影響が深刻化する中、主要各国が

経済対策を講じているものの、その効果はまだ表れず、景気後退が続く厳しい状況で推移いたしました。

日本経済も世界経済の影響および円高の継続などを受け、特に輸出関連企業の業績悪化およびそれに伴

う雇用削減、設備投資の減少など、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境下、企業集団は、営業体制の拡充および重点営業顧客の適時見直しを実施してまいりま

したが、急速な情報化投資の減少により、売上高は前年同期と比較し、減収となりました。 

また、「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)の適用により、当第１四半期からのれんの償却が発生したこと(注)、および一部

の有価証券について、時価下落に伴う減損処理を行ったことにより、四半期純損失となりました。 

以上の結果、連結売上高および連結利益（連結損失）は、次のとおりとなりました。 

  

 
  

(注) 平成17年３月、米国の子会社を通じて、仏国 LTU Tecnologies S.A.S.および同社の米国子会社 LTU 

Tecnologies Inc. を買収したときに発生したのれんについては、償却年数を４年に決定し、過年

度償却３．５年分については期首利益剰余金を減額、残０．５年分については当第２四半期まで償

却を行います。なお、当第１四半期は、85百万円を計上しております。 

  

【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

金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比

金額(百万円) 比率(％)

連結売上高 2,744 100.0 △428 △13.5

連結営業利益 108 4.0 △164 △60.1

連結経常利益 63 2.3 △250 △79.8

連結四半期純損失(△) △235 △8.6 △384 ―
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事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

 
  

（ソフトウェア開発事業） 

電力・運輸業および情報・通信業向けの一部案件の開発がピークを経過したことおよび広範な業種に

わたる急速な情報化投資の縮小により、売上高は27億３百万円（前年同期比 13.0%減）、営業利益は２

億74百万円（前年同期比 24.0%減）となりました。 

  

なお、ソフトウェア開発事業の営業利益の前年同期との差額分析は以下のとおりであります。 

  

   
  

（システム販売事業） 

欧州市場においては、ほぼ計画どおり推移いたしましたが、米国市場においては成約の遅れなどがあ

り、売上高は40百万円（前年同期比37.3%減）となりました。また、当第１四半期より前述ののれんの

償却が発生したことにより、営業損失は１億65百万円（前年同期比 営業損失77百万円増）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比(％)

金額(百万円) 比率(％)

ソフトウェア開発事業
売上高 2,703 100.0 △403 △13.0

営業利益 274 10.2 △87 △24.0

システム販売事業
売上高 40 100.0 △24 △37.3

営業損失(△) △165 △404.3 △77 ―

金額（百万円） 対売上高比率(％)

営業利益の増減額 △87 △3.2

（増減分析）

売上高の変動による増減額 △47 △1.7

外注比率の変動による増減額 △7 △0.3

社内開発分の原価率の変動による増減額 8 0.3

外注分の原価率の変動による増減額 3 0.1

販売費・一般管理費比率の変動による増減額 △44 △1.6

 合 計 △87 △3.2
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資産は146億96百万円と前連結会計年度末より22億83百万円減少いたしました。これは主として「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)の適用によるのれん償却ならびに売上高減に伴う売掛金の減少によるものであります。 

負債は24億38百万円と前連結会計年度末より２億66百万円減少いたしました。これは主として賞与の

支払いによる未払金の減少によるものであります。 

純資産は122億58百万円と前連結会計年度末より20億17百万円減少いたしました。これは主として前

述ののれん償却のうち過年度部分に係る利益剰余金の減少および配当金の支払いによるものでありま

す。なお、自己資本比率は83.3％と前連結会計年度末より0.7ポイント減少いたしました。 

  

当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、１億49百万円の減少

となり、前連結会計年度末（平成20年11月30日）の資金残高27億11百万円を受け、当第１四半期末の資

金残高は25億62百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は４億32百万円の増加となりました。この増加は、主として売上高減に伴う売

上債権の減少額などの資金増加要因が、賞与支払いに伴う未払賞与の減少額など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） 

投資活動の結果、資金は１億85百万円の減少となりました。この減少は、主として投資有価証券を取

得したこと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） 

財務活動の結果、資金は３億57百万円の減少となりました。この減少は、主として配当金の支払いに

よるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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今後の世界経済につきましては、世界的な緊急経済対策の効果が現れ、徐々に回復に向かっていくもの

と思われますが、しばらくは現在の景気後退局面が続くものと思われます。このような情勢の中、日本経

済も当面は企業業績の悪化による設備投資の縮小および雇用環境の悪化による個人消費の冷え込みが続く

ものと思われます。 

企業集団の連結売上高は、当第１四半期において期初計画を上回って推移しており、第２四半期連結累

計期間においても期初計画を達成する見込みでありますが、第２四半期連結累計期間の連結営業利益は情

報化投資縮減に伴うコスト削減要請、連結経常利益は海外子会社の為替差損の発生、連結四半期純損益は

一部の投資有価証券の減損処理により、それぞれ期初計画を下回る見込であります。 

以上により、第２四半期連結累計期間の業績予想を以下のとおり修正しております。 

  

 
  

通期の業績については、景気後退局面の予想以上の長期化、情報化投資のさらなる削減、顧客からのコ

スト削減要請および投資有価証券の減損処理などのリスクがありますが、現時点においては不確定要素が

あり、期初計画を修正しておりません。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今回予想
前回予想
(期初計画)

増減額 増減率(％)

連結売上高 5,917 5,893 24 0.4

連結営業利益 203 376 △173 △46.0

連結経常利益 197 455 △258 △56.7

連結四半期純利益 
(連結四半期純損失(△))

△226 137 △363 ―
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該当事項はありません。 
  

  
該当事項はありません。 

  

  
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
  
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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
  
当第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、評価基準については、原価法から原価法(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。 
 この変更による損益に与える影響はありません。 
  

③「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」の適用 
  
当第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っております。
 これにより、在外子会社で計上されているのれんの償却を実施したため、従来の方法によった場合に
比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は、それぞれ85,747千円減少し、税金等
調整前四半期純損失は、同額増加しております。また、期首利益剰余金は1,376,953千円減少しており
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。 
  

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 
  
当第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19年
３月30日改正)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用でき
ることになったことに伴い、これらの会計基準等を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計
処理に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に
よっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額として
取得したものとして、リース資産を計上する方法によっております。 
 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,316,362 1,666,400

売掛金 1,025,063 2,041,539

有価証券 1,925,926 1,424,560

仕掛品 1,342,575 1,070,035

その他 141,408 155,524

貸倒引当金 △2,939 △5,980

流動資産合計 5,748,397 6,352,079

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 147,899 －

その他（純額） 48,343 51,448

有形固定資産合計 196,243 51,448

無形固定資産   

のれん 78,544 1,432,826

その他 186,652 227,820

無形固定資産合計 265,196 1,660,647

投資その他の資産   

投資有価証券 6,626,018 7,102,941

繰延税金資産 1,143,446 1,095,304

敷金 239,092 240,441

保険積立金 438,766 437,833

その他 40,302 40,666

貸倒引当金 △885 △875

投資その他の資産合計 8,486,740 8,916,312

固定資産合計 8,948,180 10,628,408

資産合計 14,696,578 16,980,487

負債の部   

流動負債   

買掛金 298,769 377,080

短期借入金 155,898 66,661

リース債務 64,459 －

未払金 378,854 1,143,714

未払法人税等 90,791 211,984

プログラム保証引当金 9,533 9,812

賞与引当金 293,196 －

受注損失引当金 9,304 －

その他 376,997 112,273

流動負債合計 1,677,804 1,921,525
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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11月30日) 

固定負債   

リース債務 84,672 －

退職給付引当金 141,086 134,262

役員退職慰労引当金 534,786 649,100

固定負債合計 760,545 783,363

負債合計 2,438,349 2,704,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金 2,118,332 2,118,332

利益剰余金 8,867,008 11,007,951

自己株式 △454,299 △454,258

株主資本合計 12,769,728 14,910,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △558,513 △616,637

為替換算調整勘定 35,853 △26,373

評価・換算差額等合計 △522,659 △643,011

新株予約権 11,160 7,896

純資産合計 12,258,229 14,275,598

負債純資産合計 14,696,578 16,980,487
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(2) 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,744,527

売上原価 2,143,196

売上総利益 601,331

販売費及び一般管理費 492,349

営業利益 108,981

営業外収益  

受取利息 2,042

有価証券利息 28,629

受取配当金 1,777

その他 513

営業外収益合計 32,962

営業外費用  

支払利息 851

為替差損 54,847

投資有価証券投資損失 17,980

その他 5,043

営業外費用合計 78,723

経常利益 63,220

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,041

特別利益合計 3,041

特別損失  

固定資産除売却損 100

投資有価証券評価損 301,750

特別損失合計 301,851

税金等調整前四半期純損失（△） △235,590

法人税、住民税及び事業税 87,000

法人税等調整額 △87,318

法人税等合計 △318

四半期純損失（△） △235,272
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28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損失（△） △235,590

減価償却費 68,934

のれん償却額 85,747

株式報酬費用 3,264

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,031

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △279

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,304

賞与引当金の増減額（△は減少） 293,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △114,314

受取利息及び受取配当金 △32,448

支払利息 851

固定資産除売却損益（△は益） 100

投資有価証券評価損益（△は益） 301,750

売上債権の増減額（△は増加） 999,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,713

仕入債務の増減額（△は減少） △76,771

未払賞与の増減額（△は減少） △563,234

その他の資産の増減額（△は増加） 6,185

その他の負債の増減額（△は減少） 98,347

その他 23,004

小計 598,370

利息及び配当金の受取額 34,509

利息の支払額 △1,621

法人税等の支払額 △199,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,009

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △1,927

無形固定資産の取得による支出 △16,187

投資有価証券の取得による支出 △178,136

貸付金の回収による収入 356

敷金の差入による支出 △2,229

敷金の回収による収入 2,631

保険積立金の積立による支出 △1,213

その他 11,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,305
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

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 240,000

短期借入金の返済による支出 △141,000

自己株式の取得による支出 △41

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,704

配当金の支払額 △437,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,023

現金及び現金同等物の期首残高 2,711,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,562,406
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類別セグメントは、(社)情報サービス産業協会が公表した「情報サービス産業における有価証券報

告書の記載モデル」に基づいております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ソフトウェア開発事業   

 一括請負契約に基づき、情報システムの企画提案から要件定義、開発・構築、運用に至るまでのシステム

構築に係わる一切を総合したソフトウェア製品の製造販売を行う事業であります。  

 (2) システム販売事業   

   不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェア製品の販売を行う事業であります。  

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

  当第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っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、システム販売事業の営業損失が85,747千円増加しておりま

す。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(注) 会計処理基準に関する事項の変更 

当第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っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、米国の営業損失が85,747千円増加しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

ソフトウェア
開発事業 
(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

2,703,556 40,971 2,744,527 ― 2,744,527

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,703,556 40,971 2,744,527 ― 2,744,527

 営業利益 
 (又は営業損失△)

274,636 △165,655 108,981 ― 108,981

② 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(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

2,704,456 5,221 34,849 2,744,527 ― 2,744,527

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 5,950 2,489 8,439 (8,439) ―

計 2,704,456 11,172 37,339 2,752,967 (8,439) 2,744,527

 営業利益 
 (又は営業損失△)

273,433 △143,663 △20,787 108,981 ― 108,981

③ 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
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 

  

「参考資料」

前年同四半期

(平成20年11月期 
第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,172,823

Ⅱ 売上原価 2,483,531

   売上総利益 689,292

Ⅲ 販売費及び一般管理費 416,298

   営業利益 272,994

Ⅳ 営業外収益

     受取利息 3,884

     有価証券利息 31,565

     投資有価証券投資利益 10,302

     その他 6,448

計 52,201

Ⅴ 営業外費用

      支払利息 344

      投資組合費 6,611

      株式交付費 229

      投資有価証券投資損失 4,007

      その他 746

計 11,938

   経常利益 313,257

Ⅵ 特別利益

      貸倒引当金戻入額 580

計 580

   税金等調整前四半期純利益 313,837

   法人税、住民税及び事業税 158,700

   法人税等調整額 6,324

   四半期純利益 148,812
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

  

前年同四半期

(平成20年11月期 
第１四半期)

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 313,837

   減価償却費 57,770

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △580

     プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △449

   受注損失引当金の増減額(△は減少) 37,924

   役員賞与引当金の増減額(△は減少) △18,851

   退職給付引当金の増減額(△は減少) 1,299

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6,651

   受取利息及び受取配当金 △47,651

   支払利息 344

   売上債権の増減額(△は増加) 198,934

   たな卸資産の増減額(△は増加) △264,945

   仕入債務の増減額(△は減少) △53,641

   未払従業員賞与の増減額(△は減少) △634,734

   その他の資産の増減額(△は増加) 6,884

   その他の負債の増減額(△は減少) △95,112

   その他 10,618

    小計 △481,699

   利息及び配当金の受取額 50,193

   利息の支払額 △1,487

   法人税等の支払額 △738,101

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,171,095
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前年同四半期

(平成20年11月期 
第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅱ 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 △20,000

   定期預金の払戻による収入 20,000

   有価証券の満期償還による収入 900,000

   有形固定資産の取得による支出 △9,626

   無形固定資産の取得による支出 △18,816

   投資有価証券の取得による支出 △544,093

   投資有価証券の償還による収入 400,000

   貸付金の回収による収入 349

   敷金の差入による支出 △103

   敷金の回収による収入 100

   保険積立金の積立による支出 △1,213

   その他 21,559

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

748,156

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 240,000

   短期借入金の返済による支出 △141,000

   自己株式の取得による支出 △134,240

   配当金の支払額 △468,449

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△503,690

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,597

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少) △928,227

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,833,082

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,904,854
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前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

(3) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

ソフトウェア
開発事業 
(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 3,107,550 65,349 3,172,900 (76) 3,172,823

営業費用 2,746,401 153,504 2,899,906 (76) 2,899,829

営業利益(又は営業損失△) 361,149 △88,154 272,994 ― 272,994

② 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高 3,107,684 46,129 41,623 3,195,436 (22,612) 3,172,823

営業費用 2,748,231 112,832 61,377 2,922,441 (22,612) 2,899,829

営業利益 
(又は営業損失△)

359,452 △66,703 △19,754 272,994 ― 272,994

③ 海外売上高
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