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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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12月期第2四半期 2,200 ― △216 ― △291 ― △267 ―
20年12月期第2四半期 2,931 76.3 21 ― 2 ― △206 ―

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2四半期 △595.25 ―
20年12月期第2四半期 △459.22 ―

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2四半期 3,848 3,152 80.6 6,909.75
20年12月期 4,366 3,444 77.1 7,496.03

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  3,102百万円 20年12月期  3,365百万円

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 ― ― ― ― ―
21年12月期 ― ―
21年12月期 

（予想）
― ― ―

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  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 4,235 △28.3 30 912.8 10 ― 5 ― 11.13
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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、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．本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含
まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきく
ださい。なお、上記業績予想に関する事項は、４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「四半期連結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2四半期 450,257株 20年12月期  450,257株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,309株 20年12月期  1,309株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 448,948株 20年12月期第2四半期 448,948株

－2－

イーシステム株式会社（4322）　平成21年12月期　第2四半期決算短信



  

【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 
第２四半期におけるわが国経済は、個人消費ならびに民間企業設備投資が低調に推移しました。環

境関連事業投資や輸出に回復の兆しが見えるものの、景気回復の先行きは依然として不透明です。当
社の属するＩＴ関連業界は第１四半期に引き続き冷え込んでおり、予算執行の先送りや投資規模の小
型化など最小限度のＩＴ投資に留まりました。また大手ＳＩｅｒならびに大手パッケージソフトウェ
アベンダーから「Ｓａａｓ、クラウド」をキーワードに次世代型、低コスト・省エネのシステム運用
提案が発表され、盛り上がりました。 

 このような状況下で当社グループは、長年にわたり、コンサルテーションから導入・保守までＣＲ
Ｍ構築の全工程に関わり、お客様企業の生産性向上の一翼を担うとともに関連システムの自社開発を
行い、顧客満足度の向上に取り組んでまいりました。特に昨年立ち上げました名刺情報管理サービス
（アルテマブルー）は、お客様のさまざまなご要望を反映したＲ３．０をリリースするなど、技術・
営業面で積極的に市場開拓を進めました。その結果採用会社数はすでに２００社を超えております。 

 ＣＲＭ構築事業ではＩＴ投資環境の低迷もあり、大型案件の受注が十分ではなく、ＳＩビジネス事
業全体では前年比横ばいとなりました。一方、ライセンス等ビジネスサービス事業はデータベース構
築分野、情報セキュリティ分野ともに新規案件の獲得が低調で前年同期比大幅減尐を余儀なくされま
した。人材サービス事業においても企業求人数が激減し、前年同期比で大幅に減尐しました。 

 事業運営面では、経済環境の変化に対応すべく、社内体制の刷新、提案営業の強化、ムダの排除、
直間是正など推進したものの大幅な減収と売上総利益悪化の影響から営業損失を余儀なくされました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 2,200,786 千円、営業損失は 216,125 千円、
経常損失は 291,448 千円、四半期純損失は 267,234 千円となりました。 

 なお、当第 2 四半期より、本年３月に株式取得した株式会社通販工房の損益を連結しております。 

 

当第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント状況は、以下の通りです。 

（１）ＳＩビジネス事業（ＣＲＭ事業） 

ＣＲＭシステムの受託開発を主軸としているＳＩビジネス事業では、中規模企業向けのＥＣ
サイト構築案件および大手製薬会社向けコールセンター構築案件が売上に寄与しました。 

 また、商談の初期段階からお客様企業の潜在需要を確実にフォローするなど営業力強化に注
力し、案件受注の機会拡大に努めました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間での売上高
は 1,354,503 千円となりました。 

（２）ライセンス等ビジネスサービス事業 

情報漏洩防止ソリューションおよび中規模企業向けＣＲＭ関連製品の販売を行うライセンス
等ビジネスサービス事業では、大規模企業を中心に日本版ＳＯＸ法対策としての内部統制関連
需要が一巡し、前年同期に比べセキュリティ関連製品売上が減尐しました。名刺情報管理サー
ビス事業では、直販の充実を図るとともに代理店との連携の強化やＯＥＭ供給の開始など、販
売網を強化しました。また、お客様企業の導入事例・新機能追加に関するプレスリリース発表
や製品紹介セミナーの開催を精力的に行い、アルテマブルーブランドの周知に努めました。以
上の結果、当第２四半期連結累計期間での売上高は 555,752 千円となりました。 

（３）人材サービス事業 

高度技術者に特化したスカウト型人材紹介を主力とする人材紹介事業では、企業の求人意欲
の減退ならびに転職市場における人材の流動性の低下により、当第２四半期連結累計期間での
売上高は 290,530 千円にとどまりました。 

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報 
（１）財政状態 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 3,848,850 千円となり、前連結会計年度末に
比べ 517,663 千円の減尐となりました。これは主に、子会社株式の取得により現金及び預金が
減尐したことによるものであります。 

 負債は、696,195 千円となり、前連結会計年度末に比べて 226,124 千円の減尐となりました。
これは主に、買掛金の減尐によるものであります。 

 また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 291,538 千円減尐し、3,152,655

千円となりました。 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四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」という）は、主に
投資活動によるキャッシュ・フローの減尐により 584,686 千円減尐しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は 129,825 千円となりまし
た。これは主に売上債権の減尐額 230,240 千円、仕入債務の減尐額 225,001 千円等によるもの
であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は 453,297 千円となりまし
た。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 418,197 千円、子会社株式
の取得による支出 17,931 千円等によるものであります。 

 

３. 連結業績予想に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間の業績は、四半期純損失を計上することになりましたが、当社の事業計

画は通期ベースで作成しており、現時点で平成 21 年１月 26 日に発表いたしました通期業績予想に変
更はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

（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 

該当事項はありません。 

（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.たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成 18 年７月５日公表の「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準につい
ては原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。 

これによる損益への影響はありません。 

３.リース取引に関する会計基準等の適用 

   当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成 19 年３月 30 日改正の「リース取引に関
する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 16 号）を早期に適用し、
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、残存価額をゼロとして
算定する方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、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。 

これによる損益への影響はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,611,449 2,196,135

受取手形及び売掛金 517,896 687,439

たな卸資産 343,922 339,556

その他 59,195 41,759

貸倒引当金 △23,187 △19,444

流動資産合計 2,509,276 3,245,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,190 21,067

工具、器具及び備品（純額） 25,311 23,652

建設仮勘定 － 1,077

その他（純額） 76 －

有形固定資産合計 43,578 45,797

無形固定資産   

ソフトウエア 295,298 127,597

のれん 530,859 398,348

その他 735 305

無形固定資産合計 826,892 526,251

投資その他の資産   

投資有価証券 371,878 440,662

長期貸付金 3,321 53,019

差入保証金 82,154 97,443

その他 26,079 19,741

貸倒引当金 △14,332 △61,848

投資その他の資産合計 469,102 549,018

固定資産合計 1,339,573 1,121,067

資産合計 3,848,850 4,366,514

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,181 324,569

未払法人税等 16,312 29,770

賞与引当金 5,866 10,870

プログラム補修引当金 382 1,339

受注損失引当金 － 12,699

前受収益 219,843 158,859

その他 202,197 260,134

流動負債合計 570,784 798,242
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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) 

固定負債   

退職給付引当金 112,982 117,274

役員退職慰労引当金 6,468 6,468

永年勤続慰労引当金 304 320

負ののれん 5,094 －

繰延税金負債 560 14

固定負債合計 125,410 124,077

負債合計 696,195 922,320

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,004,981 5,004,981

資本剰余金 4,449,902 4,449,902

利益剰余金 △6,171,954 △5,904,720

自己株式 △178,505 △178,505

株主資本合計 3,104,424 3,371,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,304 △6,335

評価・換算差額等合計 △2,304 △6,335

新株予約権 3,082 1,595

少数株主持分 47,452 77,275

純資産合計 3,152,655 3,444,193

負債純資産合計 3,848,850 4,366,514
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,200,786

売上原価 1,551,562

売上総利益 649,224

販売費及び一般管理費 865,350

営業損失（△） △216,125

営業外収益  

受取利息 7,341

受取配当金 30

デリバティブ評価益 3,547

持分法による投資利益 7,622

負ののれん償却額 175

その他 5,378

営業外収益合計 24,094

営業外費用  

支払利息 77

投資事業組合運用損 96,537

その他 2,801

営業外費用合計 99,417

経常損失（△） △291,448

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,280

賞与引当金戻入額 2,825

その他 1,000

特別利益合計 15,105

特別損失  

特別退職金 4,293

固定資産除却損 17,815

その他 2,466

特別損失合計 24,575

税金等調整前四半期純損失（△） △300,917

法人税、住民税及び事業税 7,260

法人税等合計 7,260

少数株主損失（△） △40,943

四半期純損失（△） △267,234
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △300,917

減価償却費 35,303

のれん償却額 66,738

負ののれん償却額 △175

持分法による投資損益（△は益） △7,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,449

プログラム補修引当金の増減額（△は減少） △956

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,291

永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） △15

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,699

受取利息及び受取配当金 △7,371

デリバティブ評価損益（△は益） △3,547

支払利息 77

為替差損益（△は益） 1,563

投資事業組合運用損益（△は益） 96,537

固定資産除却損 17,815

固定資産売却損益（△は益） 836

投資有価証券評価損益（△は益） 526

売上債権の増減額（△は増加） 230,240

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,498

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,821

未収消費税等の増減額（△は増加） △9,551

前渡金の増減額（△は増加） 858

仕入債務の増減額（△は減少） △225,001

その他 26,996

小計 △116,822

利息及び配当金の受取額 6,483

利息の支払額 △77

法人税等の支払額 △19,408

営業活動によるキャッシュ・フロー △129,825

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 △7,642

無形固定資産の取得による支出 △34,259

投資有価証券の取得による支出 △300

投資有価証券の売却による収入 4,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△418,197

子会社株式の取得による支出 △17,931

貸付金の回収による収入 3,967

その他 16,565

投資活動によるキャッシュ・フロー △453,297

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584,686

現金及び現金同等物の期首残高 2,196,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,611,449
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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。 

 

(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) セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

 

ＳＩビジネス 

事業 

（千円） 

ライセンス等

ビジネス 

サービス事業 

（千円） 

人材紹介 

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 
1,354,503 555,752 290,530 2,200,786 ─ 2,200,786 

（２） セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
7,945 9,577 312 17,834 △17,834 ─ 

計 1,362,448 565,329 290,842 2,218,620 △17,834 2,200,786 

営業利益又は営業損失（△） 23,018 △5,175 △30,988 △13,146 △202,979 △216,125 

（注）１．事業区分の方法 

     サービスの種類、性質、業務形態の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要なサービスの名称 

     ＳＩビジネス事業 

      ＣＲＭコンサルーション、インテグレーション、テクニカルサポート、 

  アプリケーションサポート、その他ＣＲＭアプリケーションサポート 

     ライセンス等ビジネスサービス事業 

      ｅＭｐｌｅｘＣＲＭ販売・導入サービス、ＵＮＩＦＹ製品販売・導入サービス 

      情報漏洩防止ソリューション、名刺管理サービスの販売 

     人材紹介事業 

      エンジニア・経営管理者の紹介、人事・組織コンサルティング 
 

ｂ．所在地別セグメント情報 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、 

   該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

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

 

(6) 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。 
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表等  

（１）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

 
区分 金額（千円） 

百分率 

（％） 

 Ⅰ 売上高  2,931,046 100.0 

 Ⅱ 売上原価  1,899,692 64.8 

 売上総利益  1,031,354 35.2 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,009,964 34.5 

 営業利益  21,389 0.7 

 Ⅳ 営業外収益    

  １．受取利息 3,065   

  ２．受取配当金 0   

  ３．持分法による投資利益 3,237   

  ４．その他 8,554 14,857 0.5 

 Ⅴ 営業外費用    

  １．支払利息 2,070   

  ２．為替予約評価損 3,935   

  ３．投資事業組合持分損失 27,287   

  ４．その他 949 34,242 1.1 

 経常利益  2,004 0.1 

 Ⅵ 特別利益    

  １．貸倒引当金戻入益 11,741   

  ２．移転補償金 50,000   

  ３．その他 159 61,901 2.1 

 Ⅶ 特別損失    

  １．移転関連費用 25,967   

  ２．投資有価証券評価損 75,854   

  ３．固定資産除却損 17,054   

  ４．たな卸評価損 33,578   

  ５．減損損失 4,878   

  ６．前渡金評価損 16,703   

  ７．貸倒引当金繰入額 52,295 226,333 7.7 

 税金等調整前中間純損失  162,427 △ 5.5 

 法人税、住民税及び事業税 35,387   

 法人税等調整額 △ 1,017 34,370 1.2 

 少数株主利益  9,370 0.3 

 中間純損失  206,167 △ 7.0 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年６月30日) 

 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損失 △ 162,427 

    減価償却費 49,294 

    のれん償却額 70,286 

    持分法による投資利益 △ 3,237 

    貸倒引当金の増加額（△減少額） 39,722 

    賞与引当金の増加額（△減少額） 7,271 

    プログラム補修引当金の増加額（△減少額） 1,089 

    退職給付引当金の増加額（減少額） 5,339 

    役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 359 

    受取利息及び受取配当金 △ 5,060 

    為替予約評価損益 3,935 

    支払利息 2,070 

    為替差損益 842 

    投資事業組合持分損益 27,287 

    固定資産除却損 17,054 

    減損損失 4,878 

    前渡金評価損 16,703 

    投資有価証券評価損 75,854 

    売上債権の減少額（△増加額） △ 230,740 

    たな卸資産の減少額（△増加額） 55,847 

    未払消費税等の増加額（△減少額） 10,382 

    前渡金の減少額（△増加額） 32,404 

    仕入債務の増加額（△減少額） △ 24,695 

    その他 87,908 

    小計 82,371 

    利息及び配当金の受取額 2,811 

    利息の支払額 △ 2,070 

    法人税等の支払額 △ 33,579 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 49,532 

 Ⅱ 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 20,200 

    有形固定資産の取得による支出 △ 67,502 

    無形固定資産の取得による支出 △ 41,172 

    投資有価証券の取得による支出 △ 300 

    連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 228,755 

    貸付金の回収による収入 129,959 

    その他 18,902 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 168,667 

 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 △ 104,205 

    長期借入金の返済による支出 △ 20,956 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 125,161 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,429 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △ 245,725 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,235,846 

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,990,120 
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（３）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

 

SIビジネス 

事業 

（千円） 

ライセンス等 

ビジネス 

サービス 

事業 

（千円） 

人材紹介 

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 
1,339,327 1,039,221 552,497 2,931,046 － 2,931,046 

 

 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
6,581 57,631 23,192 87,404 △ 87,404 － 

 

 

計 1,345,908 1,096,852 575,689 3,018,451 △ 87,404 2,931,046  

営業費用 1,325,831 863,606 576,623 2,766,062 143,594 2,909,656  

営業利益又は営業損失(△) 20,076 233,245 △ 934 252,388 △ 230,999 21,389  
 

(注)１． 事業区分の方法 

 サービスの種類、性質、業務形態の類似性を考慮して区分しております。 

２． 各区分に属する主要なサービスの名称 

 ＳＩビジネス事業 

 ＣＲＭコンサルテーション、インテグレーション、テクニカルサポート、アプリケーションサポ

－ト、その他ＣＲＭアプリケーションサポート 

 ライセンス等ビジネスサービス事業 

 ｅＭｐｌｅｘＣＲＭ販売・導入サービス、ＵＮＩＦＹ（旧グプタ）製品販売・導入サービス 

 人材紹介事業 

 エンジニア・経営管理者の紹介、人事・組織コンサルティング 

 

b.所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、 

 該当事項はありません。 

 

c.海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 
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