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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 2,281 △13.4 △178 ― △182 ― △94 ―
21年3月期第1四半期 2,635 ― △259 ― △262 ― △144 ―

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

22年3月期第1四半期 △47.28 ―
21年3月期第1四半期 △72.28 ―

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

22年3月期第1四半期 6,072 2,553 42.1 1,276.92
21年3月期 6,616 2,724 41.2 1,362.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,553百万円 21年3月期  2,724百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 35.00 35.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

5,000 △29.0 △50 ― △70 ― △40 ― △20.00

通期 11,000 △22.4 300 △12.6 250 △18.7 130 △14.4 65.00
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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、５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、５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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。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」をご覧下さい。 

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） 22年3月期第1四半期 2,000,000株 21年3月期  2,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  80株 21年3月期  80株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,999,920株 21年3月期第1四半期 1,999,920株
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当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られる一方、企業の収益状

況は依然として厳しく、製造業を中心に設備投資は大幅に減少いたしました。 

情報サービス産業におきましても、当社グループの主要顧客である製造業を中心に情報化投資への

慎重化が顕著となり、受注環境は厳しさを増しております。 

このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプ

ロジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めまし

た。 

当第１四半期の業績につきましては、受注高は2,526,767千円（前年同四半期比 42.6％減）、売上

高は2,281,904千円（前年同四半期比 13.4％減）となりました。利益面につきましては、営業損失

178,183千円（前年同四半期 営業損失259,611千円）、経常損失182,635千円（前年同四半期 経常損

失262,833千円）、四半期純損失94,547千円（前年同四半期 四半期純損失144,563千円）となりまし

た。 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品ERP 

他社製品ERP分野につきましては、受注高は1,176,091千円（前年同四半期比 14.5％減）、売上高

は969,921千円（前年同四半期比 19.1％増）となりました。 

②自社製品ERP 

自社製品ERP分野につきましては、受注高は771,770千円（前年同四半期比 28.6％減）、売上高は

655,761千円（前年同四半期比 19.3％減）となり、「MCFrame」のライセンス売上高は233,788千円

（前年同四半期比 18.7％増）となりました。 

③ｅビジネス 

ｅビジネス分野につきましては、受注高は406,118千円（前年同四半期比 77.6％減）、売上高は

565,992千円（前年同四半期比 35.1％減）となりました。 

④その他 

その他分野につきましては、受注高は172,786千円（前年同四半期比 29.8％増）、売上高は90,229

千円（前年同四半期比 34.0％減）となりました。 

  

  

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して

622,680千円減少し、4,214,180千円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間末の総資産

に占める流動資産の比率は69.4％であります。 

また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却及び無形固定資産

の取得（自社開発ERPパッケージ「MCFrame」の開発等）等により、前連結会計年度末と比較して

78,382千円増加し、1,858,306千円となりました。 

これらの結果、資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して

544,298千円減少し、6,072,486千円となりました。 

【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

(1) 財政状態の分析

① 資産の部
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負債の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、賞与の支給に伴う賞与引当金の減少、支払手

形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して373,303千円減少し、3,518,740千円

となりました。 

純資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、四半期純損失を計上したことによる減少及

び剰余金の配当よる減少により、前連結会計年度末と比較して170,994千円減少し、2,553,746千

円となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度

末と比較して0.9ポイント増加し42.1％となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より226,653千

円減少し、524,946千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・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損失182,635千円を計上し、たな

卸資産の増加249,636千円、仕入債務の減少264,787千円等があったものの、売上債権の減少

713,126千円等により、全体として58,559千円の収入（前年同四半期 1,492,391千円収入減）とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発ERPパッケージ

「MCFrame」の開発等）による支出及び投資有価証券の取得による支出等により、全体として

218,086千円の支出（前年同四半期 89,970千円支出増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、全体として66,841千

円の支出（前年同四半期 1,291,596千円支出減）となりました。 

  

  

今後の見通しにつきましては、企業収益の回復の遅れや海外経済の下振れリスクなど、景気の下押

し要因が懸念される状況において、顧客の情報化投資の抑制傾向は一層強くなるものと見込まれま

す。このような経営環境にありまして、当社グループの平成22年3月期の連結業績の見通しにつきま

しては、以下を見込んでおります。 

 
  

② 負債の部

③ 純資産の部

(2) キャッシュ・フローの分析

3. 連結業績予想に関する定性的情報

【連 結】
第２四半期
連結累計期間

（前期比％） 通 期 （前期比％）

売上高 5,000百万円 （ 29.0 ％減） 11,000百万円 （ 22.4 ％減）

営業利益 △50百万円 ― 300百万円 （ 12.6 ％減）

経常利益 △70百万円 ― 250百万円 （ 18.7 ％減）

当期純利益 △40百万円 ― 130百万円 （ 14.4 ％減）
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当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。 

  

① 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

この変更に伴う連結の範囲の変更はありません。 

  

② 受注案件に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期

連結会計期間から適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した受注案件から、当第１四半期連

結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる案件については工事進行基準

（受注案件の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の案件については工事完成基準を適用して

おります。 

これにより、売上高は10,808千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

は、それぞれ2,924千円減少しております。 

  

  

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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 524,946 751,600

受取手形及び売掛金 2,327,096 3,041,163

仕掛品 690,862 441,226

その他 671,440 603,064

貸倒引当金 △166 △194

流動資産合計 4,214,180 4,836,860

固定資産   

有形固定資産 193,643 207,069

無形固定資産   

のれん 13,816 17,991

ソフトウエア 1,243,508 1,163,672

その他 25,654 26,005

無形固定資産合計 1,282,979 1,207,669

投資その他の資産 381,683 365,185

固定資産合計 1,858,306 1,779,923

資産合計 6,072,486 6,616,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 264,400 491,658

短期借入金 1,700,000 1,700,000

未払法人税等 5,000 101,630

賞与引当金 193,380 443,637

品質保証引当金 73,282 55,344

受注損失引当金 40,932 40,934

その他 1,240,193 1,056,507

流動負債合計 3,517,189 3,889,712

固定負債 1,550 2,331

負債合計 3,518,740 3,892,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,427,838 1,602,382

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,551,536 2,726,080

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 2,210 △1,339

評価・換算差額等合計 2,210 △1,339

純資産合計 2,553,746 2,724,740

負債純資産合計 6,072,486 6,616,784
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,635,792 2,281,904

売上原価 2,176,468 1,734,856

売上総利益 459,324 547,048

販売費及び一般管理費 718,935 725,231

営業損失（△） △259,611 △178,183

営業外収益   

持分法による投資利益 3,681 2,683

為替差益 1,892 －

その他 1,170 42

営業外収益合計 6,744 2,726

営業外費用   

支払利息 9,965 5,699

その他 0 1,479

営業外費用合計 9,965 7,179

経常損失（△） △262,833 △182,635

特別損失   

固定資産除却損 59 －

特別損失合計 59 －

税金等調整前四半期純損失（△） △262,892 △182,635

法人税等 △118,329 △88,088

四半期純損失（△） △144,563 △94,547
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△） △262,892 △182,635

減価償却費 134,298 135,100

のれん償却額 4,175 4,175

貸倒引当金の増減額（△は減少） △531 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） △233,936 △250,257

品質保証引当金の増減額（△は減少） △6,033 17,938

受注損失引当金の増減額（△は減少） 13,312 △1

受取利息及び受取配当金 △247 △15

支払利息 9,965 5,699

為替差損益（△は益） △1,892 1,262

持分法による投資損益（△は益） △3,681 △2,683

固定資産除却損 59 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,072,775 713,126

たな卸資産の増減額（△は増加） △543,827 △249,636

前渡金の増減額（△は増加） △122,206 781

仕入債務の増減額（△は減少） 381,137 △264,787

前受金の増減額（△は減少） 43,618 130,059

その他 97,040 97,380

小計 1,581,133 155,477

利息及び配当金の受取額 247 15

利息の支払額 △9,121 △4,936

法人税等の支払額 △21,308 △91,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,550,951 58,559

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 △6,524 △8,609

無形固定資産の取得による支出 △122,586 △198,919

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

その他 996 △557

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,115 △218,086

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） △1,300,000 －

リース債務の返済による支出 △1,929 △1,612

配当金の支払額 △56,507 △65,229

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,358,437 △66,841

現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,441 △226,653

現金及び現金同等物の期首残高 486,073 751,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 550,514 524,946
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内

容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当社グループは、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内

容としており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情

報を記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情

報を記載しておりません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

(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】

【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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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注)１ 金額は売上原価によっております。 

２ 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

商品分野名

前第１四半期連結累計期間
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 620,718 ― 768,055 23.7

自社製品ＥＲＰ 582,742 ― 394,400 △32.3

ｅビジネス 828,845 ― 464,435 △44.0

その他 144,161 ― 107,964 △25.1

合計 2,176,468 ― 1,734,856 △20.3

(2) 受注実績

商品分野名

前第１四半期連結累計期間

受注高
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日

受注残高 
平成20年６月30日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 1,375,239 ― 2,984,502 ―

自社製品ＥＲＰ 1,080,550 ― 1,339,499 ―

ｅビジネス 1,814,125 ― 1,515,617 ―

その他 133,151 ― 82,763 ―

合計 4,403,066 ― 5,922,384 ―

商品分野名

当第１四半期連結累計期間

受注高
自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日

受注残高 
平成21年６月30日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 1,176,091 △14.5 1,492,683 △50.0

自社製品ＥＲＰ 771,770 △28.6 1,236,118 △7.7

ｅビジネス 406,118 △77.6 559,848 △63.1

その他 172,786 29.8 160,089 93.4

合計 2,526,767 △42.6 3,448,740 △41.8
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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代

え、商品分野別に記載しております。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

(3) 販売実績

商品分野名

前第１四半期連結累計期間
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日

金額(千円)
前年同四半期比

(％)
金額(千円)

前年同四半期比
(％)

他社製品ＥＲＰ 814,164 ― 969,921 19.1

自社製品ＥＲＰ 812,715 ― 655,761 △19.3

ｅビジネス 872,183 ― 565,992 △35.1

その他 136,729 ― 90,229 △34.0

合計 2,635,792 ― 2,281,904 △13.4
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