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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の21年３月期第１四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
おりません。22年３月期第１四半期につきましては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載してお
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 ％

22年3月期第1四半期 690 △25.7 △63 ― △73 ― △59 ―
21年3月期第1四半期 928 ― 51 ― 48 ― 15 ―

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 △1,962.74 ―
21年3月期第1四半期 506.90 ―

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 3,257 2,460 71.5 76,549.99
21年3月期 3,347 2,538 72.1 79,245.67

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,329百万円 21年3月期  2,411百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

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 1,860 △4.2 110 △29.3 80 △49.9 20 △76.3 647.75

通期 3,800 0.3 300 9.5 260 △0.4 120 160.5 3,886.51
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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)詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他(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
適用をご参照ください。 

(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)詳細につきましては、５ページの【定性的情報・財務諸表等】４．その他(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
の変更をご参照ください。 

(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 
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって
大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、５ページの【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。 

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 30,920株 21年3月期  30,920株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  487株 21年3月期  487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 30,433株 21年3月期第1四半期 30,920株
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(1) 当第１四半期の概況 

当第１四半期における我が国経済は、前年度から続く不振の中、大企業を中心とした在庫調整や一部

企業での生産の回復が見受けられるものの、設備投資を拡大するまでには至らない状況です。 

 情報サービス産業におきましても、厳しい経済環境を反映して、各企業のソフトウエアに対する投資

意欲が減退しており、業界全体での低迷が続いております。 

 このような状況の下、当社グループは、組込ソフトコンサルティングや金融業向けシステムコンサル

ティング、新人向け教育サービスなどを中心に売上高確保に努めてまいりました。ビジネス・ソリュー

ション事業では、案件の数が減少しており、また、総じて、受注に至るまでのリードタイムが長くなっ

ています。しかし、この状況を前向きにとらえ、逆にお客様に対しじっくりと提案する機会と受け止

め、真摯な受注活動を展開してまいりました。その結果、当第１四半期の連結売上高は690,031千円

（前年同期比25.7％減）となりました。また、提案活動に多くの時間を割いた結果、営業損失63,339千

円（前年同期は51,418千円の営業利益）、経常損失73,494千円（同48,244千円の経常利益）、四半期純

損失59,732千円（同15,673千円の四半期純利益）となりました。 

(2) 部門別の売上高の概況 

① ビジネス・ソリューション事業 

 ビジネス・ソリューション事業では、金融業向けシステムコンサルティングが前年同期を上回る売上

であったものの、一般事業法人向けシステム開発、システムコンサルティングでは、案件数減少のほ

か、全体のリードタイムが伸び、低調な結果となりました。当第１四半期の売上高は、373,095千円

（前年同期比29.6％減）となりました。 

② エンジニアリング・ソリューション事業 

 エンジニアリング・ソリューション事業では、好調であった昨年と比べると劣るものの、リピートの

お客様の信頼を得て、第１四半期としては、前年同期に続く過去２番目の売上高となりました。当第１

四半期の売上高は、113,337千円（前年同期比35.2％減）となりました。 

③ 教育ソリューション事業 

 教育ソリューション事業では、前期以上にシステムインテグレーター向け新人技術者教育が好調で

す。四半期売上高としては、過去最高を記録いたしました。当第１四半期の売上高は、123,390千円

（前年同期比16.1％増）となりました。 

④ 経営コンサルティング事業 

 経営コンサルティング事業では、内部統制事業がひと段落したものの、IT企業向けの業務改善コンサ

ルティングなどに注力して、新たなサービス提供を模索しております。当第１四半期の売上高は、

36,765千円（前年同期比59.6％減）となりました。 

⑤ 製品開発・販売事業 

 製品開発・販売事業では、JUDE/Professionalを利用した自動車産業向けソフトプラットフォームの

標準化団体に係る売上が好調でした。当第１四半期の売上高は、43,443千円（前年同期比60.2％増）と

なりました。 

 事業部門別の売上高の内訳につきましては、11ページの６．その他の情報(2)販売実績をご参照くだ

さい。 

・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
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（1） 資産、負債、及び純資産の状況 

① 資産  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、4.2％減少し、1,626,543千円となりました。これは、主と

して「売掛金」が148,281千円減少し、一方で、「その他」に含まれる未収税金が24,080千円、繰延税

金資産が26,857千円増加したことなどによります。(なお、「現金及び預金」の詳しい内容につきまし

ては、９ページの四半期連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下さい。)  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.2％減少し、1,630,508千円となりました。これは、主と

して「投資その他の資産」に含まれる投資有価証券が14,042千円増加した一方で、「無形固定資産」に

含まれるのれんが10,424千円、「その他」に含まれる長期繰延税金資産が9,728千円減少したことなど

によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、2.7％減少し、3,257,051千円となりました。  

② 負債  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1.6％減少し、706,910千円となりました。これは、主とし

て「未払法人税等」が31,431千円、「その他」に含まれている未払金が23,752千円減少し、一方で、

「その他」に含まれている預り金が、46,253千円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べてほぼ変動がなく、90,030千円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、1.5％減少し、796,940千円となりました。 

③ 純資産  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、2,460,110千円となりました。これは、主と

して「利益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が101,000千円減少したことなどによります。  

④ キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という）は、前第１四半期

連結会計期間末に比べて、76,446千円減少し、738,172千円となりました。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果48,915千円の資金が得られました。主な内容としては、収入が、売上債権の減少額

149,113千円などによるものです。一方、支出としては、税金等調整前四半期純損失72,954千円などと

なっております。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は40,085千円です。主として、無形固定資産の取得に22,290千円を資金

支出しております。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、24,748千円の支出となりました。内容としては、配当金の支

払額21,748千円となっております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期は、平成21年５月14日発表の業績予想に対して、重要な変動はなく、また、現時点では、

今後の業績に重要な変動を与える事態は想定されておりません。従いまして、業績の予想に変更はありま

せん。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

売上高及び売上原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、検収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

期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実

性が認められる場合については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合につい

ては検収基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

②追加情報 

受注損失引当金 

当第１四半期連結会計期間末において損失が見込まれる受注契約が発生したため、将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、翌四半期連結会計期間以

降に発生が見込まれる損失額を受注損失引当金として計上しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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 788,172 798,849

売掛金 522,129 670,410

商品 4,803 －

仕掛品 43,912 27,079

その他 269,144 203,362

貸倒引当金 △1,619 △2,159

流動資産合計 1,626,543 1,697,542

固定資産   

有形固定資産 72,072 74,333

無形固定資産   

のれん 686,121 696,545

その他 292,753 303,342

無形固定資産合計 978,875 999,888

投資その他の資産   

投資有価証券 386,571 372,528

その他 223,087 232,933

貸倒引当金 △30,097 △30,097

投資その他の資産 579,561 575,364

固定資産合計 1,630,508 1,649,585

資産合計 3,257,051 3,347,127

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,871 39,670

短期借入金 467,000 470,000

未払法人税等 7,592 39,023

賞与引当金 6,387 26,579

受注損失引当金 2,022 －

その他 173,036 143,372

流動負債合計 706,910 718,645

固定負債   

長期借入金 90,000 90,000

その他 30 32

固定負債合計 90,030 90,032

負債合計 796,940 808,678
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 797,550 797,550

資本剰余金 1,181,070 1,181,070

利益剰余金 365,574 460,745

自己株式 △20,277 △20,277

株主資本合計 2,323,917 2,419,088

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,728 △7,404

評価・換算差額等合計 5,728 △7,404

新株予約権 7,650 5,374

少数株主持分 122,813 121,391

純資産合計 2,460,110 2,538,449

負債純資産合計 3,257,051 3,347,127
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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 928,920 690,031

売上原価 649,062 541,879

売上総利益 279,857 148,152

販売費及び一般管理費 228,439 211,491

営業利益又は営業損失（△） 51,418 △63,339

営業外収益   

受取利息 114 1,211

受取配当金 900 1,875

為替差益 851 －

保険解約返戻金 － 1,070

その他 638 1,126

営業外収益合計 2,504 5,283

営業外費用   

支払利息 1,890 1,979

持分法による投資損失 3,497 12,760

その他 289 697

営業外費用合計 5,677 15,438

経常利益又は経常損失（△） 48,244 △73,494

特別利益   

貸倒引当金戻入額 473 540

特別利益合計 473 540

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

48,717 △72,954

法人税、住民税及び事業税 27,138 11,500

法人税等調整額 14,725 △26,144

法人税等合計 41,864 △14,644

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,820 1,422

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,673 △59,732
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

48,717 △72,954

減価償却費 37,358 26,297

のれん償却額 10,555 10,424

貸倒引当金の増減額（△は減少） △473 △540

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,466 △20,393

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 2,022

受取利息及び受取配当金 △1,014 △3,086

支払利息 1,890 1,979

持分法による投資損益（△は益） 3,497 12,760

売上債権の増減額（△は増加） 152,448 149,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,816 △21,636

仕入債務の増減額（△は減少） △12,905 11,201

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △46,640 △10,359

未払又は未収消費税等の増減額 14,385 △4,983

その他の資産の増減額（△は増加） △7,848 △15,657

その他の負債の増減額（△は減少） 73,335 45,682

その他 1,401 2,015

小計 236,426 111,886

利息及び配当金の受取額 1,051 4,081

利息の支払額 △573 △1,030

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △183,648 △66,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,255 48,915

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 △15,610 △3,167

無形固定資産の取得による支出 △22,102 △22,290

投資有価証券の取得による支出 △60,000 △14,656

その他 － 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △97,713 △40,085

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 360,000 760,000

短期借入金の返済による支出 △360,000 △763,000

配当金の支払額 △25,347 △21,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,347 △24,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 △843 △693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,648 △16,611

現金及び現金同等物の期首残高 885,267 748,849

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 5,935

現金及び現金同等物の四半期末残高 814,618 738,172
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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。 

  

 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) 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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当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２ 上記の金額には、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) 受注実績

事業部門別 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

エンソロジー・ソリューション事業 363,855 △53.2 432,677 △40.8

 （ビジネス・ソリューション事業） 238,319 △65.1 320,163 △49.3

 （エンジニアリング・ 
 ソリューション事業）

125,536 32.6 112,514 12.9

教育ソリューション事業 62,253 108.2 45,828 △8.7

経営コンサルティング事業 59,795 △63.7 32,235 △75.1

製品開発・販売事業 134,431 38.7 92,694 32.8

合計 620,335 △42.0 603,436 △38.5

(2) 販売実績

事業部門別 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

エンソロジー・ソリューション事業 486,432 △31.0

 （ビジネス・ソリューション事業） 373,095 △29.6

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 113,337 △35.2

教育ソリューション事業 123,390 16.1

経営コンサルティング事業 36,765 △59.6

製品開発・販売事業 43,443 60.2

合計 690,031 △25.7

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

楽天株式会社 140,195 15.1 ― ―

伊藤忠テクノソリュー 
ションズ株式会社

― ― 70,030 10.1

ＮＴＴラーニング
システムズ株式会社

― ― 69,903 10.1
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