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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 335 ― △40 ― △35 ― △35 ―

20年5月期第3四半期 301 3.1 △44 ― △37 ― △29 ―

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5月期第3四半期 △2,826.26 ―

20年5月期第3四半期 △2,349.24 ―

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5月期第3四半期 1,366 1,229 90.0 97,249.41
20年5月期 1,444 1,271 88.1 100,600.14

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  1,229百万円 20年5月期  1,271百万円

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5月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ― ―

21年5月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 622 114.8 10 ― 18 ― 9 ― 734.74



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、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。 

(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、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) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年７月15日公表の業績予想の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要
素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
３．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。 

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5月期第3四半期 12,824株 20年5月期  12,824株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  180株 20年5月期  180株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期 12,644株 20年5月期第3四半期 12,742株



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  

 当第３四半期累計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28日）におけるわが国経済は、米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融危機の影響を受け、外需・内需がともに急速に減少したことにより企業収益の悪化

が進行し、それに伴う雇用不安から消費者心理が冷え込む等、景気の後退局面に入っております。 

 当社を取り巻く経営環境は、急激な景気の低迷を反映して地方自治体、民間企業のいずれにおいてもIT投資を先送

りする傾向が見られる等、厳しい状況が続いております。 

 このような環境下において、当社は、引き続き設備管理系GISの受託開発の受注に向けた営業展開を行うととも

に、地図情報配信サービスについてソフトウェア及びハードウェアを強化し、自治体内部の業務利用に照準を合わせ

た提案活動に注力いたしました。 

 その結果、ライセンス販売の売上はIT投資の先送りの影響等を受け前年同期比27.0%減少しましたが、受託開発は

設備管理系GISの開発に係る受注が順調に進んだことから前年同期比48.6%増加し、当第３四半期累計期間の売上高

は、前年同期比11.2%増の335,834千円となりました。 

 利益面では、開発人員の増員による労務費の増加や受託開発売上の増加に伴う外注費の増加により、売上総利益は

前年同期比1,251千円減少したものの、新製品開発が一段落したことにより研究開発費が前年同期比で減少し、営業

損失40,346千円（前年同期は44,412千円の損失）、経常損失35,652千円（前年同期は37,656千円の損失）、四半期純

損失35,735千円（前年同期は29,934千円の損失）となりました。 

  

（注）前年同四半期に関する数値は参考として記載しております。  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 (1) 財政状態 

  当第３四半期会計期間末における総資産は、1,366,478千円となり、前事業年度末と比較して77,857千円の減少と

なりました。これは主に有価証券の減少（64,875千円減）や受取手形及び売掛金の減少（33,823千円減）によるも

のであります。     

  負債合計は、136,857千円となり、前事業年度末と比較して35,490千円の減少となりました。これは主に買掛金の

減少（36,708千円減）によるものであります。   

  純資産合計は、1,229,621千円となり、前事業年度末と比較して42,366千円の減少となりました。これは四半期純

損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことによるものであります。  

  (2) キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期累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、前事業年度末に比べて  

30,851千円減少し、161,630千円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、49,473千円となりました。これは主に、売上債

権の減少が33,823千円あった一方で、税引前四半期純損失が35,709千円、仕入債務の減少額が36,708千円、棚卸資

産の増加額が23,738千円あ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） 

  当第３四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、18,811千円となりました。これは主に、投資有

価証券の取得による支出が70,000千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が60,000千円、投資有価証券の売

却による収入が41,250千円あっ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） 

  当第３四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、189千円となりました。これは、配当金の支払い

によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成20年７月15日の決算発表時の業績予想から変更はありません。 

  



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 

① 税金金額の計算  

 当第３四半期会計期間を含む事業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する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 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 第１四半期会計期間より「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、原価法から原価法（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）に変更して

おります。これにより、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ46千

円増加しております。 



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21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 807,021 938,014

受取手形及び売掛金 74,713 108,536

有価証券 44,540 109,416

商品 1,575 －

仕掛品 22,281 －

貯蔵品 2,006 2,124

その他 17,731 10,230

貸倒引当金 △74 △108

流動資産合計 969,794 1,168,213

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,667 1,866

工具、器具及び備品（純額） 5,598 3,496

有形固定資産合計 7,265 5,363

無形固定資産   

ソフトウエア 10,885 15,817

ソフトウエア仮勘定 － 9,941

その他 319 367

無形固定資産合計 11,205 26,125

投資その他の資産   

投資有価証券 161,973 162,858

長期預金 150,000 50,000

繰延税金資産 5,007 490

その他 71,233 41,284

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 378,213 244,633

固定資産合計 396,684 276,122

資産合計 1,366,478 1,444,336



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,400 50,108

未払法人税等 － 13,074

繰延税金負債 19,727 19,750

賞与引当金 13,210 －

未払消費税等 1,236 3,732

その他 32,066 30,089

流動負債合計 79,640 116,755

固定負債   

役員退職慰労引当金 54,707 52,138

その他 2,509 3,454

固定負債合計 57,216 55,592

負債合計 136,857 172,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,950 363,950

資本剰余金 353,450 353,450

利益剰余金 535,291 571,027

自己株式 △16,416 △16,416

株主資本合計 1,236,275 1,272,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,653 △22

評価・換算差額等合計 △6,653 △22

純資産合計 1,229,621 1,271,988

負債純資産合計 1,366,478 1,444,336



（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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 335,834

売上原価 203,430

売上総利益 132,404

販売費及び一般管理費 172,750

営業損失（△） △40,346

営業外収益  

受取利息 3,258

受取配当金 847

有価証券利息 1,418

その他 177

営業外収益合計 5,701

営業外費用  

投資事業組合運用損 1,007

営業外費用合計 1,007

経常損失（△） △35,652

特別利益  

貸倒引当金戻入額 33

特別利益合計 33

特別損失  

固定資産売却損 90

特別損失合計 90

税引前四半期純損失（△） △35,709

法人税等 26

四半期純損失（△） △35,735



（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６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  

税引前四半期純利益 △35,709

減価償却費 12,334

固定資産除売却損益（△は益） 90

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33

受取利息及び受取配当金 △4,105

有価証券利息 △1,418

投資事業組合運用損益（△は益） 1,007

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,568

売上債権の増減額（△は増加） 33,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,738

仕入債務の増減額（△は減少） △36,708

前払費用の増減額（△は増加） 1,818

未払金の増減額（△は減少） △1,988

預り金の増減額（△は減少） △1,791

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,496

前受収益の増減額（△は減少） △277

その他 7,176

小計 △36,237

利息及び配当金の受取額 5,179

法人税等の支払額 △18,545

法人税等の還付額 129

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,473

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 60,000

長期預金の預入による支出 △100,000

長期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △70,000

投資有価証券の売却による収入 41,250

有価証券の償還による収入 30,000

有価証券の取得による支出 △10,016

有形固定資産の取得による支出 △518

無形固定資産の取得による支出 △4,418

貸付けによる支出 △30,000

出資金の分配による収入 893

その他 1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,811

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,851

現金及び現金同等物の期首残高 192,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 161,630



 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。 

（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）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。 



「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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 301,949 

Ⅱ 売上原価 168,293 

売上総利益 133,655 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 178,067 

営業損失（△） △44,412 

Ⅳ 営業外収益 7,028 

  受取利息  2,932 

  有価証券利息  1,186 

  受取配当金 2,087 

  その他 821 

Ⅴ 営業外費用 273 

経常損失（△） △37,656 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 △13 

税引前四半期損失（△） △37,669 

税金費用 △7,735 

四半期純損失（△） △29,934 



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年５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   

税引前第３四半期純損失  △37,669 

減価償却費 18,692 

固定資産除却損  13 

貸倒引当金の増加額 7 

賞与引当金の増加額 10,353 

役員退職慰労引当金の増
加額 1,245 

受取利息及び配当金 △5,020 

有価証券利息  △1,186 

投資事業組合出資金運用
損  105 

売上債権の増加額  △7,903 

たな卸資産の増加額  △31,844 

仕入債務の増加額  7,791 

前払費用の減少額  2,873 

差入保証金の減少額  271 

未払金の増加額  1,553 

預り金の減少額  △1,983 

未払消費税の増加額  629 

前受収益の増加額  3,026 

その他  △1,370 

小計 △40,416 

利息及び配当金の受取額  6,024 

法人税等の支払額 △984 

法人税等の還付額  750 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△34,626 

 



 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
    第３四半期） 

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  

△130,000 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△24,994 

有価証券の償還による収
入  90,000 

有形固定資産の取得によ
る支出  

△2,055 

出資金の分配金による収
入  401 

その他  382 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△66,264 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

  配当金の支払額 △171 

自己株式の取得による支
出  

△16,416 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△16,587 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

△117,479 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 284,893 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 167,414 
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