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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5月31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2四半期 6,037 ― 203 ― 247 ― △228 ―

20年11月期第2四半期 7,141 △2.9 697 △38.3 754 △41.5 350 △47.4

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2四半期 △12.94 ―

20年11月期第2四半期 19.35 19.32

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2四半期 14,864 12,569 84.5 712.33
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2四半期  12,554百万円 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 ― 0.00

21年11月期 
（予想）

― 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 10,292 △28.8 186 △86.5 364 △76.6 △211 ― △11.97
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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、８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、７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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 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2四半期  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2四半期 17,623,877株 20年11月期第2四半期 18,099,440株
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  
  

（参考）平成21年11月期第２四半期会計期間の連結業績（平成21年３月１日～平成21年５月31日）

 (1) 連結経営成績(会計期間)

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２四半期 3,292 ― 94 ― 184 ― 7 ―

20年11月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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２四半期 0 41 ― ―
20年11月期第２四半期 ― ― ― ―
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当第２四半期連結累計期間の世界経済は、金融システムの混乱による実体経済への影響が深刻化し、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および円高の影響を受け、輸出、生産、設備投資が減少し、また個人消費も低迷す

るなど、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、広範な業種にわたる情報化投資予算削減が顕著となる中、新規顧客の

掘り起こしおよび既存顧客の受注拡大など営業面の強化に努めましたが、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、当第２四半期連結累計期間の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 Technologies S.A.S.および同社の米国子会社 

LTU Technologies 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、のれん償却費を１億65百万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 6,037 100.0 △1,104 △15.5

連結営業利益 203 3.4 △493 △70.8

連結経常利益 247 4.1 △507 △67.2

連結四半期純損失(△) △228 △3.8 △578 ―
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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・通信業向けの大型案件の開発がピークを経過したことおよび顧客の情報化

投資の縮小に伴い、売上高は59億34百万円（前年同期比 15.5%減）となりました。また、急速な受注減

に伴う要員配置の適正化の遅れによる余剰の発生および売上高の減少に伴う固定費比率の増大などによ

り営業利益は５億20百万円（前年同期比 41.4%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、計画を上回って推移いたしましたが、米国市場においては景気減速の影響を受

けて成約の遅れなどがあり、売上高は１億２百万円（前年同期比16.5%減）となりました。また、営業

損失は、通常の営業活動での損失額１億50百万円（前年同期比 営業損失40百万円減）にのれんの償却

費１億65百万円を合わせ、３億16百万円（前年同期比 営業損失１億25百万円増）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 5,934 100.0 △1,085 △15.5

営業利益 520 8.8 △367 △41.4

システム販売事業
売上高 102 100.0 △20 △16.5

営業損失(△) △316 △308.1 △125 ―

金額（百万円） 対売上高比率(％)

営業利益の増減額 △367 △6.2

（増減分析）

売上高の変動による増減額 △137 △2.3

外注比率の変動による増減額 △28 △0.5

社内開発分の原価率の変動による増減額 △133 △2.2

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 △66 △1.1

 合 計 △367 △6.2
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資産は148億64百万円と前連結会計年度末より21億15百万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22億95百万円と前連結会計年度末より４億９百万円減少いたしました。これは主として外注費

減に伴う買掛金の減少および前連結会計年度末に未払いであった有価証券の購入代金支払に伴う未払金

の減少によるものであります。 

純資産は125億69百万円と前連結会計年度末より17億６百万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支払いによるものであります。

なお、自己資本比率は84.5％と前連結会計年度末より0.5ポイント増加いたしました。 

  

当第２四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、９億51百万円の増加

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２四半期末の資

金残高は36億63百万円となりました。 

（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16億14百万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

上債権の減少額およびたな卸資産の減少額などの資金増加要因が仕入債務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67百万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の取得に

よる支出および保険積立金の積立による支出などの資金減少要因が、有価証券の満期償還による収入な

どの資金増加要因を上回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） 

財務活動の結果、資金は５億66百万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、景気悪化の底打ち期待が一部で話題となってまいりましたが、急速な

回復は望めず、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

も企業業績の悪化による設備投資の縮小および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２四半期まで計画を上回って推移しておりましたが、予想以上の情報化

投資の削減から受注は計画を下回って推移しており、今後も大幅な改善は望めないことから、通期では前

回予想（期初計画）を下回る見込であります。また、利益面では売上高の減少に加え、急速な受注減に伴

う要員配置の適正化の遅れ、海外子会社の為替差損の発生、および一部の投資有価証券の減損処理によ

り、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益ともそれぞれ前回予想を下回る見込であります。 

以上により、通期の業績予想を以下のとおり修正しております。なお、期末配当金につきましては、１

株当たり３０円を維持する予定であります。 

                                          (単位：百万円)    

 
  
  

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 10,292 12,326 △2,034 △16.5

連結営業利益 186 1,303 △1,117 △85.7

連結経常利益 364 1,465 △1,101 △75.2

連結四半期純利益 
(連結四半期純損失(△))

△211 710 △921 ―
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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２四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165,926千円減少し、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２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,866,475 1,666,400

売掛金 878,205 2,041,539

有価証券 2,426,700 1,424,560

仕掛品 598,130 1,070,035

その他 149,517 155,524

貸倒引当金 △2,502 △5,980

流動資産合計 5,916,527 6,352,079

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 146,337 －

その他（純額） 65,377 51,448

有形固定資産合計 211,714 51,448

無形固定資産   

のれん － 1,432,826

その他 160,203 227,820

無形固定資産合計 160,203 1,660,647

投資その他の資産   

投資有価証券 6,703,756 7,102,941

繰延税金資産 955,745 1,095,304

敷金 237,903 240,441

保険積立金 639,685 437,833

その他 40,030 40,666

貸倒引当金 △885 △875

投資その他の資産合計 8,576,236 8,916,312

固定資産合計 8,948,154 10,628,408

資産合計 14,864,681 16,980,487

株式会社ジャステック　(9717)　平成21年11月期　第2四半期決算短信

- 9 -



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 105,445 377,080

短期借入金 54,577 66,661

リース債務 63,493 －

未払金 886,260 1,143,714

未払法人税等 222,551 211,984

プログラム保証引当金 9,063 9,812

受注損失引当金 9,608 －

その他 172,660 112,273

流動負債合計 1,523,661 1,921,525

固定負債   

リース債務 84,089 －

退職給付引当金 147,994 134,262

役員退職慰労引当金 539,683 649,100

その他 242 －

固定負債合計 772,009 783,363

負債合計 2,295,671 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 8,874,199 11,007,951

自己株式 △454,299 △454,258

株主資本合計 12,776,919 14,910,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △273,937 △616,637

為替換算調整勘定 51,018 △26,373

評価・換算差額等合計 △222,919 △643,011

新株予約権 15,009 7,896

純資産合計 12,569,010 14,275,598

負債純資産合計 14,864,681 16,980,487
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 (2) 四半期連結損益計算書 
  ① 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,037,314

売上原価 4,776,624

売上総利益 1,260,690

販売費及び一般管理費 1,056,939

営業利益 203,750

営業外収益  

受取利息 2,868

有価証券利息 67,736

保険配当金 12,740

その他 12,396

営業外収益合計 95,743

営業外費用  

支払利息 1,474

為替差損 27,130

投資有価証券投資損失 17,980

その他 5,569

営業外費用合計 52,155

経常利益 247,338

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,478

特別利益合計 3,478

特別損失  

固定資産除売却損 1,745

投資有価証券評価損 353,915

特別損失合計 355,661

税金等調整前四半期純損失（△） △104,844

法人税、住民税及び事業税 213,600

法人税等調整額 △90,363

法人税等合計 123,236

四半期純損失（△） △228,081
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  ② 第２四半期連結会計期間 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 3,292,786

売上原価 2,633,428

売上総利益 659,358

販売費及び一般管理費 564,589

営業利益 94,768

営業外収益  

受取利息 826

有価証券利息 39,107

保険配当金 12,740

為替差益 27,716

その他 10,105

営業外収益合計 90,497

営業外費用  

支払利息 622

その他 525

営業外費用合計 1,148

経常利益 184,118

特別利益  

貸倒引当金戻入額 437

特別利益合計 437

特別損失  

固定資産除売却損 1,644

投資有価証券評価損 52,164

特別損失合計 53,809

税金等調整前四半期純利益 130,745

法人税、住民税及び事業税 126,600

法人税等調整額 △3,045

法人税等合計 123,554

四半期純利益 7,190
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △104,844

減価償却費 135,855

のれん償却額 165,926

株式報酬費用 7,113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,468

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △749

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,608

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △109,417

受取利息及び受取配当金 △85,123

支払利息 1,474

固定資産除売却損益（△は益） 1,745

投資有価証券売却損益（△は益） 279

投資有価証券評価損益（△は益） 353,915

売上債権の増減額（△は増加） 1,147,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 471,799

仕入債務の増減額（△は減少） △271,221

未払賞与の増減額（△は減少） 20,808

その他の資産の増減額（△は増加） △2,147

その他の負債の増減額（△は減少） △41,587

その他 23,004

小計 1,734,214

利息及び配当金の受取額 86,039

利息の支払額 △2,403

法人税等の支払額 △203,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,614,364
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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

有価証券の償還による収入 350,000

有形固定資産の取得による支出 △13,624

有形固定資産の売却による収入 2,015

無形固定資産の取得による支出 △29,822

投資有価証券の取得による支出 △238,091

投資有価証券の売却による収入 7,794

貸付金の回収による収入 521

敷金の差入による支出 △2,739

敷金の回収による収入 4,762

保険積立金の積立による支出 △202,411

その他 53,930

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,663

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 △248,446

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 △37,600

配当金の支払額 △520,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △566,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 951,746

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 3,663,176
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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２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31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165,926千円増加しておりま

す。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31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165,926千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31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

5,934,576 102,737 6,037,314 ― 6,037,314

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,934,576 102,737 6,037,314 ― 6,037,314

 営業利益 
 (又は営業損失△)

520,286 △316,535 203,750 ― 203,750

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

5,936,142 21,737 79,434 6,037,314 ― 6,037,314

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 11,514 8,706 20,220 (20,220) ―

計 5,936,142 33,251 88,140 6,057,534 (20,220) 6,037,314

 営業利益 
 (又は営業損失△)

517,589 △288,190 △25,647 203,750 ― 203,750

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 

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日) 

  

 

  

「参考資料」

(1) 四半期連結損益計算書

前第２四半期連結累計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 7,141,924

Ⅱ 売上原価 5,544,213

   売上総利益 1,597,711

Ⅲ 販売費及び一般管理費 900,298

   営業利益 697,413

Ⅳ 営業外収益

     受取利息 6,810

     有価証券利息 66,850

     保険配当金 13,129

     投資有価証券投資利益 10,302

     その他 6,915

計 104,008

Ⅴ 営業外費用

      支払利息 397

      為替差損 34,256

      投資組合費 6,611

      株式交付費 244

      その他 5,370

計 46,880

   経常利益 754,541

Ⅵ 特別損失

      固定資産除売却損 594

計 594

   税金等調整前中間純利益 753,947

   法人税、住民税及び事業税 394,100

   法人税等調整額 9,661

   中間純利益 350,185
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前第２四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日) 

  

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第２四半期連結累計期間

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 753,947

   減価償却費 112,853

   株式報酬費用 1,128

   貸倒引当金の増減額(△は減少) 858

     プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △254

   受注損失引当金の増減額(△は減少) 37,437

   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) 2,873

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 13,247

   受取利息及び受取配当金 △98,991

   支払利息 397

   固定資産除売却損 594

   売上債権の増減額(△は増加) △265,718

   たな卸資産の増減額(△は増加) △19,534

   仕入債務の増減額(△は減少) 12,206

   その他の資産の増減額(△は増加) △63,002

   その他の負債の増減額(△は減少) △349,375

   その他 10,618

    小計 130,436

   利息及び配当金の受取額 95,850

   利息の支払額 △1,460

   法人税等の支払額 △741,558

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△516,732
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前第２四半期連結累計期間

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 △11,062

   無形固定資産の取得による支出 △56,396

   投資有価証券の取得による支出 △1,164,532

   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 550

   敷金の差入による支出 △592

   敷金の回収による収入 814

   保険積立金の積立による支出 △2,426

   その他 85,741

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

152,096

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 △240,000

   長期借入金の返済による支出 △4,863

   自己株式の取得による支出 △288,879

   配当金の支払額 △545,988

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△839,731

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,447

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少) △1,224,814

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 2,608,267
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    前第２四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31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。  

  

    前第２四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日) 

 
  

    前第２四半期連結累計期間(自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31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

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

7,019,984 121,940 7,141,924 ― 7,141,924

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,039 1,039 (1,039) ―

計 7,019,984 122,980 7,142,964 (1,039) 7,141,924

 営業費用 6,131,815 313,736 6,445,551 (1,039) 6,444,511

 営業利益 
 (又は営業損失△)

888,169 △190,756 697,413 ― 697,413

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

7,020,384 43,836 77,703 7,141,924 ― 7,141,924

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 13,314 18,574 31,888 (31,888) ―

計 7,020,384 57,150 96,278 7,173,813 (31,888) 7,141,924

 営業費用 6,136,825 202,154 137,420 6,476,400 (31,888) 6,444,511

 営業利益 
 (又は営業損失△)

883,559 △145,003 △41,142 697,413 ― 697,413

③ 海外売上高
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