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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）当連結会計年度より「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、当第１四半期の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12月期第1四半期 6,692 ― 736 ― 776 ― 423 ―

20年12月期第1四半期 6,808 18.4 679 △15.7 749 △10.1 400 △22.1

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12月期第1四半期 966.23 ―

20年12月期第1四半期 892.81 ―

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12月期第1四半期 12,319 8,340 67.2 18,966.50
20年12月期 13,789 8,768 63.1 19,815.58

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  8,281百万円 20年12月期  8,706百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1,600.00 1,600.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,600.00 1,600.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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  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

第2四半期 
連結累計期間

13,600 △5.2 1,680 0.7 1,700 △1.9 990 1.8 2,267.36

通期 26,100 △7.4 3,200 23.1 3,250 21.4 1,930 175.1 4,420.20
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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  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。 

(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、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。 

(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．上記記載の業績予想数値は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、不確定な要素を含んでおります。なお、上記の予想の前提条件
  その他の関連する事項については、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12月期第1四半期 476,640株 20年12月期  476,640株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  40,008株 20年12月期  37,261株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 438,427株 20年12月期第1四半期 448,373株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響による生産・輸出の落ち込みや企業収

益の悪化等により、雇用情勢は不安定となり個人消費が低迷する悪循環に陥り、非常に厳しい状況で推移いたしまし

た。 

 このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は6,692百万円（前年同期比1.7％減）、

営業利益は736百万円（同8.4％増）、経常利益は776百万円（同3.6％増）、四半期純利益は423百万円（同5.8％増）

となりました。 

 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。  

 ＩＴコンサルティング事業は、企業収益の悪化により各社がＩＴ投資を抑制する中、主として金融業向けの売上が

減少した影響により、売上高は4,361百万円（前年同期比6.1％減）となりました。しかし、売上高は減少したもの

の、全社的なプロジェクト管理体制の強化による採算性の向上、外注費を中心としたコスト適正化の徹底等により、

営業利益は725百万円（同5.5％増）と増加しております。  

 なお、業種別売上高では、流通・サービス業64％（前年同期は60％）、金融業21％（同26％）、製造業15％（同

14％）となっております。 

 パッケージ＆サービス事業は、株式会社アセンディアが前連結会計年度にエー・エス・アイ株式会社の事業を譲受

けたことによる拡大効果もあり、売上高は1,218百万円（前年同期比8.5％増）となりました。他方、利益面において

は、中小企業市場の景気低迷の影響もあり、営業利益は32百万円（同52.2％減）にとどまっております。 

 企業活性化・新事業開拓事業は、大部分を占める食品スーパー（魚栄）において販売戦略を見直し、適正価格での

販売を促進した結果、売上高は1,195百万円（前年同期比2.4％増）となり、景気低迷の中でも微増いたしました。ま

た、利益面では、仕入先との継続的な交渉による仕入価格の引き下げや自動発注システムの導入による商品管理の適

正化、不採算店の閉店等の効果などが現れ始めており、営業利益は△15百万円（前年同期は△75百万円）と、損失幅

は大きく縮小いたしました。  

 なお、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）を適用しているため、文中の前年同期比は参考として

記載しております。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は12,319百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,470百万円減少いたしま

した。その主な要因は、法人税や配当金の支払いによる現金及び預金の減少等であります。  

 また、負債は3,979百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,042百万円減少いたしました。その主な要因は、返済

や支払いによって借入金や未払法人税が減少したこと等であります。 

 なお、純資産は8,340百万円となり、前連結会計年度末に比べ428百万円減少いたしました。その主な要因は、配当

金の支払いによる利益剰余金の減少、自己株式を取得したこと等であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を746百万円計上したことや顧客から回収した

ことによる売上債権の減少額928百万円等により、617百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出△78百万円等により、△17百万円

となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による短期借入金の純減少額△302百万円や配当金の支払額

△648百万円、自己株式の取得による支出△90百万円等により、△1,085百万円となりました。 

 これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,129百

万円となりました。  

  

 平成21年12月期の第２四半期連結累計期間及び通期業績予想は、前回発表（平成21年２月５日付）の業績予想から

の変更はありません。  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

   

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

  

（四半期財務諸表に関する会計基準） 

 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。 

（リース取引に関する会計基準） 

 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５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、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６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））を早期適用し、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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の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を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（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） 

 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。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,375,255 2,655,451

受取手形及び売掛金 4,670,433 5,598,580

商品及び製品 205,442 171,746

仕掛品 49,208 76,080

その他 916,117 773,318

貸倒引当金 △46,732 △53,861

流動資産合計 8,169,724 9,221,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,725,993 2,779,483

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,098,408 △2,134,196

建物及び構築物（純額） 627,585 645,287

土地 177,037 208,965

その他 1,605,301 1,683,839

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,212,386 △1,259,538

その他（純額） 392,914 424,301

有形固定資産合計 1,197,538 1,278,553

無形固定資産   

ソフトウエア 447,054 468,185

その他 100,861 105,204

無形固定資産合計 547,916 573,389

投資その他の資産   

投資有価証券 1,351,964 1,451,336

その他 1,189,848 1,401,560

貸倒引当金 △137,775 △136,429

投資その他の資産合計 2,404,037 2,716,467

固定資産合計 4,149,491 4,568,411

資産合計 12,319,216 13,789,726
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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３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,052,959 1,060,133

短期借入金 330,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 232,000 259,466

未払法人税等 374,651 1,105,532

賞与引当金 120,213 51,319

品質保証引当金 44,419 176,447

その他 1,555,148 1,465,645

流動負債合計 3,709,393 4,750,545

固定負債   

長期借入金 64,000 80,000

退職給付引当金 136,175 140,071

負ののれん 45,603 27,033

その他 24,002 24,002

固定負債合計 269,781 271,107

負債合計 3,979,175 5,021,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,866,178 2,866,178

利益剰余金 6,213,962 6,493,346

自己株式 △2,342,869 △2,252,724

株主資本合計 8,159,086 8,528,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123,431 179,601

為替換算調整勘定 △1,135 △1,665

評価・換算差額等合計 122,296 177,936

少数株主持分 58,658 61,522

純資産合計 8,340,041 8,768,073

負債純資産合計 12,319,216 13,789,726
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,692,884

売上原価 4,481,287

売上総利益 2,211,596

販売費及び一般管理費  

役員報酬 99,272

給料及び賞与 703,427

研修費 23,957

研究開発費 18,469

減価償却費 49,569

採用費 16,424

のれん償却額 38,260

その他 526,076

販売費及び一般管理費合計 1,475,458

営業利益 736,138

営業外収益  

受取利息 2,842

受取配当金 1,295

負ののれん償却額 14,290

持分法による投資利益 9,889

その他 18,572

営業外収益合計 46,889

営業外費用  

支払利息 3,051

その他 3,400

営業外費用合計 6,451

経常利益 776,576

特別利益  

投資有価証券売却益 16,899

特別利益合計 16,899

特別損失  

固定資産売却損 3,264

固定資産除却損 523

投資有価証券評価損 11,143

減損損失 31,927

特別損失合計 46,860

税金等調整前四半期純利益 746,615

法人税等 324,604

少数株主利益 △1,611

四半期純利益 423,622
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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 746,615

減価償却費 137,414

減損損失 31,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,784

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,894

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,896

品質保証引当金の増減額（△は減少） △132,028

受取利息及び受取配当金 △4,137

支払利息 3,051

持分法による投資損益（△は益） △9,889

固定資産売却損益（△は益） 3,264

固定資産除却損 523

投資有価証券売却損益（△は益） △16,899

投資有価証券評価損益（△は益） 11,143

売上債権の増減額（△は増加） 928,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,823

仕入債務の増減額（△は減少） △7,173

その他 △94,068

小計 1,650,280

利息及び配当金の受取額 4,068

利息の支払額 △3,457

法人税等の支払額 △1,033,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 617,612

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 △59,363

定期預金の払戻による収入 58,787

有形固定資産の取得による支出 △33,598

有形固定資産の売却による収入 1,692

無形固定資産の取得による支出 △44,730

投資有価証券の売却による収入 20,312

子会社株式の取得による支出 △5,400

敷金及び保証金の差入による支出 △181

敷金及び保証金の回収による収入 44,597

貸付金の回収による収入 105

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,778

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） △302,000

長期借入金の返済による支出 △43,466

自己株式の取得による支出 △90,845

配当金の支払額 △648,249

少数株主への配当金の支払額 △1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085,813

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △483,614

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,129,347
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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。 

  

当四半期（平成21年12月期第１四半期） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 千円であり、その主なものは、余資

運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

（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〕

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆
サービス事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事業

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
           

売上高            

(1)外部顧客に対

する売上高 
 4,361,104  1,157,803  1,173,976  6,692,884  －  6,692,884

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 600  60,799  21,543  82,943  △82,943  －

計  4,361,704  1,218,603  1,195,519  6,775,828  △82,943  6,692,884

営業費用  3,636,243  1,186,293  1,210,595  6,033,132  △76,385  5,956,746

営業利益又は 

営業損失(△) 
 725,460  32,310  △15,075  742,695  △6,557  736,138

Ⅱ 資産、減価償

却費、減損損

失及び資本的

支出 

           

資産  7,255,768  2,201,227  1,007,455  10,464,451  1,854,765  12,319,216

減価償却費  96,872  26,950  13,033  136,856  557  137,414

減損損失  －  －  31,927  31,927  －  31,927

資本的支出  72,885  4,447  995  78,328  －  78,328

事業区分 事業内容 

ＩＴコンサルティング事業 顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを

本質から理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使し

た情報システムを構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス事業 販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソ

フトを販売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受

託開発を行うことにより、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業開拓事業 対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革に

より企業の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築す

る事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や

出資等を通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術

力を活用・融合することで対象企業の価値を 大化し、あるいはその成

長を加速することで当該業界の発展に寄与していく事業 

3,577,063
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当四半期（平成21年12月期第１四半期） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。  

  

当四半期（平成21年12月期第１四半期） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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
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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12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  6,808,529

Ⅱ 売上原価  4,435,637

売上総利益  2,372,892

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,693,789

１．役員報酬   92,558

２．給与及び賞与   728,906

３．研修費   20,373

４．研究開発費   4,669

５．減価償却費   50,795

６．採用費   82,267

７．のれん償却額   46,509

８．その他   667,709

営業利益  679,102

Ⅳ 営業外収益  82,322

１．受取利息   3,750

２．受取配当金   4,822

３．負ののれん償却額   14,242

４．持分法による投資利益  48,420

５．その他   11,086

Ⅴ 営業外費用  11,989

１．支払利息   5,280

２．為替差損   5,495

３．その他   1,214

経常利益  749,435

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  8,676

１．固定資産除却損   2,942

２．投資有価証券評価損   5,734

税金等調整前四半期純利益  740,758

税金費用  356,101

少数株主損益 △15,654

四半期純利益  400,311
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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12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   740,758

減価償却費   196,751

貸倒引当金の増減額  △64,846

賞与引当金の増減額   81,837

品質保証引当金の増減額 △10,849

受取利息及び受取配当金 △8,572

支払利息   5,280

持分法による投資損益  △48,420

有形固定資産除却損   2,942

投資有価証券評価損   5,734

売上債権の増減額   1,027,007

たな卸資産の増減額  △28,109

その他資産の増減額   691

仕入債務の増減額  △179,612

その他負債の増減額  △176,870

小計  1,543,720

利息及び配当金の受取額  9,559

利息の支払額  △6,104

法人税等の支払額  △203,857

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  1,343,318
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前年同四半期

（平成20年12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      

有形固定資産の取得による支出  △51,059

無形固定資産の取得による支出  △45,067

新規連結子会社株式の取得によ
る収入   5,135

関連会社株式の取得による支出  △34,800

投資有価証券の取得による支出  △122,000

敷金保証金の増加による支出  △114,014

敷金保証金の回収による収入   558

貸付金の回収による収入  105

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△361,141

Ⅲ 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  △435,000

長期借入金の返済による支出  △185,075

社債の償還による支出  △10,000

配当金の支払額  △346,249

少数株主への配当金の支払額  △1,392

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△977,716

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

△6,655

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額） 

△2,194

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,864,532

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同
等物の減少高 

△1,516

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末
残高  2,860,821
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前年同四半期（平成20年12月期第１四半期） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,564,491千円であり、その主なものは、余資

運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。  

  

前年同四半期（平成20年12月期第１四半期） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。  

  

前年同四半期（平成20年12月期第１四半期） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、そ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〕

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆
サービス事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事業

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
           

売上高            

(1)外部顧客に対

する売上高 
4,647,271 1,021,605 1,139,652 6,808,529 － 6,808,529 

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 101,637 27,780 129,417 △129,417 － 

計 4,647,271 1,123,243 1,167,432 6,937,947 △129,417 6,808,529 

営業費用 3,959,707 1,055,651 1,242,575 6,257,934 △128,506 6,129,427 

営業利益又は 

営業損失(△) 
687,563 67,591 △75,142 680,012 △910 679,102 

Ⅱ 資産、減価償

却費及び資本

的支出 

           

資産 6,855,095 2,427,972 1,067,851 10,350,918 2,962,227 13,313,145 

減価償却費 109,566 70,391 16,794 196,751 － 196,751 

資本的支出 78,339 10,570 7,216 96,126 － 96,126 

事業区分 事業内容 

ＩＴコンサルティング事業 顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを

本質から理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使し

た情報システムを構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス事業 販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソ

フトを販売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受

託開発を行うことにより、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業開拓事業 対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革に

より企業の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築す

る事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や

出資等を通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術

力を活用・融合することで対象企業の価値を 大化し、あるいはその成

長を加速することで当該業界の発展に寄与していく事業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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受注状況                                         （単位：千円） 

  

  

６．その他の情報

区分 

前年同四半期
（平成20年12月期第１四半期） 

当四半期 
（平成21年12月期第１四半期） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＩＴコンサルティング事業  7,371,866  7,391,284  4,212,945  5,120,504

パッケージ＆サービス事業  1,269,842  752,901  980,911  927,096

企業活性化・新事業開拓事業  2,422  950  1,820  1,048

合計  8,644,131  8,145,136  5,195,678  6,048,648
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