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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 2,225 △9.8 △868 ― △832 ― △838 ―
21年3月期第1四半期 2,465 ― △1,467 ― △1,480 ― △1,615 ―

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 △14.38 ―
21年3月期第1四半期 △45.47 ―

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 20,174 13,808 68.2 214.26
21年3月期 16,955 10,184 59.8 281.52

（参考） 自己資本 22年3月期第1四半期 13,760百万円 21年3月期 10,131百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

5,930 △9.7 △910 ― △950 ― △970 ― △15.10

通期 14,000 △2.2 100 ― 50 ― 10 ― 0.16
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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．その他をご覧下さい。

(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．その他をご覧下さい。

(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．平成21 年５月20 日に公表しました連結業績予想から変更はありません。
２．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及び合理的であると

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。業績予想の
前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について、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。

３．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 無
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 64,224,800株 21年3月期 35,990,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 340株 21年3月期 340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 58,329,386株 21年3月期第1四半期 35,526,220株
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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

　当第１四半期連結会計期間における我が国の経済環境につきましては、昨年から続いている世界的な景気後退の影

響があるなか、輸出環境の持ち直しと在庫調整が進んだ結果、景気の急速な悪化には歯止めがかかったものの、企業

収益の低下による設備投資の抑制及び雇用情勢の悪化による個人消費の冷え込みなどがみられ、依然として厳しい状

況が続いております。

　こうした経済状況のもとで、当第１四半期連結会計期間において当社グループでは、ATOK関連製品の販売強化、教

育機関を対象とした新製品の販売などにより確実な売上高の確保を図るとともに、更なる経費抑制による損益の改善

に取り組んでまいりました。

　このような施策を行った当第１四半期連結会計期間における売上高は、前年同期比２億40百万円減の22億25百万円

となりましたが、期首に立案しました計画通りの結果となりました。当第１四半期連結会計期間の主要な事業の売上

高の状況については以下の通りです。

　デスクトップ事業では、シンプルで使いやすいデザインを採用し操作性の向上を図った「一太郎」や、より高い変

換精度を実現した「ATOK」が前年同期を上回る実績を上げたことに加え、「Kaspersky」や「ホームページ・ビルダー」

など他社ブランドの寄与もあり、前年同期比９％増の11億36百万円となりました。「一太郎ガバメント」「ホームペー

ジ・ビルダー」「Shuriken」が前年同期を上回る実績を上げたライセンス事業では、当第１四半期連結会計期間から

小学校向け学習支援ソフト「ジャストスマイル４＠フレンド」などを販売開始しましたが、前年同期に比べ文教向け

ソフトウェアが伸び悩んだ結果、計画通りの売上高ではありましたが前年同期比11％減の６億23百万円でした。OEM事

業全体では、供給先の携帯電話市場の低調と当第１四半期のPC出荷台数の大幅減少などにより、前年同期比38％減で

したが当初計画を上回る１億円となりました。「InternetDisk」サービスを中心とするネットビジネス事業は、計画

通り推移し、前年同期比12％減の１億21百万円でした。「xfy」「ConceptBase」を中心とするエンタープライズ事業

は、企業の設備投資抑制が影響して前年同期比17％減の１億58百万円となりました。JustSystems Canada Inc.におけ

るXMetaL事業の売上高は、前年同期比52％減の69百万円でした。

　損益につきましては、販売費及び一般管理費の見直しを行い、更なる経費抑制を行った結果、営業損失は前年同期

比５億99百万円改善の８億68百万円、経常損失は前年同期比６億48百万円改善の８億32百万円となりました。当第１

四半期純損失につきましては、前期に行いました北米を中心とした海外事業の見直しなどによる販売費及び一般管理

費の大幅な見直しをベースに引き続き経費抑制を進めたことで前年同期比７億76百万円改善の８億38百万円となりま

した。　

　また、当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、セグメント情報の開示における事業の種

類別セグメント情報に関する事項を省略しています。上記の主要な事業に関する売上高の情報は参考として記載して

います。

（第１四半期における損益の特徴）　

　当社グループの業績は季節的変動があり、売上高は第４四半期に偏っているのに対し、費用面では金額の大部分

を占める人件費・減価償却費・業務委託費等といった費用は、売上高の多寡にかかわらず毎月発生する費用である

ため、第１四半期連結累計期間の売上高に対する費用負担が大きくなっております。そのため、第１四半期連結累

計期間の業績は赤字になる傾向があります。

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に関する分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ32億18百万円増加しました。これは平成21年４

月３日に株式会社キーエンスと資本・業務提携契約を締結し、第三者割当による新株式発行を行った結果により現金

及び預金が46億46百万円増加、また売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が17億95百万円減少したことによるも

のです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて４億５百万円減少しました。これは未払金が２億15百万円、

その他流動負債が３億94百万円増加した一方、短期借入金が５億74百万円、長期借入金が１億65百万円、買掛金が１

億59百万円、賞与引当金が１億44百万円減少したことによるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末に

比べて36億23百万円増加しました。これは新株式発行により45億17百万円増加した一方、四半期純損失を８億38百万

円計上したことなどによるものです。

②連結キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は72億97百万円

と、前連結会計年度末に比べて46億６百万円増加しました。

　営業活動により獲得した資金は、９億55百万円と前年同期比で６億17百万円の増加となりました。これは、税金等

調整前四半期純損失を８億37百万円計上しましたが、売上債権の回収が18億20百万円あったことによるものです。
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　投資活動により使用した資金は、１億２百万円と前年同期比で２億12百万円の減少となりました。これは主にソフ

トウェアの取得による支出によるものです。

　財務活動により獲得した資金は、37億37百万円となりました。これは、借入金返済がありましたが、第三者割当増

資による払込が44億96百万円あったことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　世界的な金融危機の影響や景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクが存在し、景気は不透明な状況が続い

ています。また、企業の情報システム投資に対する慎重な姿勢は変わらず、当社グループの経営環境も予断を許さな

いものとなっています。このような環境のなか、当社グループでは早期収益改善施策の一つとして、今後、ライセン

ス事業の強化、拡大を推進し、営業力及び製品企画力の強化に取り組むことで売上高の確保を図ります。同時に、更

なる経費抑制に努めてまいります。

　平成22年３月期通期連結業績予想につきましては、平成21年５月20日付けで公表いたしました「平成21年３月期 決

算短信」から変更はございません。

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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法　

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変更がないものと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法　

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

３．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。

（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

　　該当事項はありません。
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１【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 7,367,578 2,720,597

受取手形及び売掛金 1,696,712 3,492,601

商品及び製品 163,391 191,344

原材料及び貯蔵品 194,684 186,092

その他 835,386 365,595

貸倒引当金 △9,029 △6,931

流動資産合計 10,248,723 6,949,300

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,280,686 4,336,724

土地 3,569,077 3,569,077

その他（純額） 315,609 246,365

有形固定資産合計 8,165,373 8,152,166

無形固定資産

ソフトウエア 377,991 307,473

ソフトウエア仮勘定 33,042 138,304

その他 3,207 3,459

無形固定資産合計 414,240 449,237

投資その他の資産

投資有価証券 266,208 277,832

その他 1,094,106 1,141,398

貸倒引当金 △14,031 △14,031

投資その他の資産合計 1,346,284 1,405,199

固定資産合計 9,925,898 10,006,604

資産合計 20,174,621 16,955,904

負債の部

流動負債

買掛金 236,420 395,483

短期借入金 936,000 1,510,000

未払金 1,020,985 805,919

未払法人税等 21,469 64,919

賞与引当金 252,895 397,721

その他 1,158,819 764,094

流動負債合計 3,626,588 3,938,138

固定負債

長期借入金 1,772,000 1,937,000

繰延税金負債 154,514 155,624

退職給付引当金 689,514 667,639
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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)

その他 123,838 73,139

固定負債合計 2,739,867 2,833,403

負債合計 6,366,456 6,771,542

純資産の部

株主資本

資本金 10,146,515 7,887,771

資本剰余金 12,614,143 10,355,399

利益剰余金 △9,150,074 △8,311,278

自己株式 △525 △525

株主資本合計 13,610,058 9,931,367

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △496 2,495

為替換算調整勘定 150,858 197,958

評価・換算差額等合計 150,361 200,453

新株予約権 1,091 7,283

少数株主持分 46,652 45,258

純資産合計 13,808,164 10,184,361

負債純資産合計 20,174,621 16,955,904
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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 2,465,993 2,225,096

売上原価 972,007 996,652

売上総利益 1,493,985 1,228,444

販売費及び一般管理費 2,961,229 2,096,563

営業損失（△） △1,467,243 △868,119

営業外収益

受取利息 2,078 537

受取配当金 702 259

為替差益 5,563 66,665

その他 8,490 16,225

営業外収益合計 16,834 83,687

営業外費用

支払利息 27,182 19,223

株式交付費 － 20,954

その他 3,121 7,866

営業外費用合計 30,304 48,044

経常損失（△） △1,480,713 △832,476

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,219 －

特別利益合計 2,219 －

特別損失

固定資産売却損 3,503 224

投資有価証券評価損 － 4,564

事業構造改善費用 31,108 －

事業構造改善引当金繰入額 86,838 －

特別損失合計 121,451 4,788

税金等調整前四半期純損失（△） △1,599,945 △837,265

法人税、住民税及び事業税 9,470 5,090

法人税等調整額 5,044 △949

法人税等合計 14,514 4,141

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,005 △2,610

四半期純損失（△） △1,615,465 △838,796
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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（△） △1,599,945 △837,265

減価償却費 260,333 186,259

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,564

受取利息及び受取配当金 △2,780 △796

支払利息 27,182 19,223

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 26,838 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,108,982 1,820,154

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,639 19,361

仕入債務の増減額（△は減少） △218,441 △159,279

未払金の増減額（△は減少） △492,212 214,246

その他 304,296 △245,687

小計 407,613 1,020,778

利息及び配当金の受取額 3,177 826

利息の支払額 △30,811 △17,983

法人税等の支払額 △42,241 △48,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 337,738 955,107

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 △69,695 △3,704

無形固定資産の取得による支出 △217,580 △96,746

その他 △26,988 △1,719

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,264 △102,170

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） △2,370,000 △580,000

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △175,000 △159,000

株式の発行による収入 398,476 4,496,533

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △13,453

新株予約権買取による支出 － △6,386

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,146,524 3,737,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,731 15,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,114,318 4,606,352

現金及び現金同等物の期首残高 4,632,165 2,690,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,517,847 7,297,124
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（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　    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）及び当第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）

　当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。　

〔所在地別セグメント情報〕

　        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）

日本
（千円）

北米
（千円）

欧州
（千円）

その他の
地域
（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
2,320,025 145,968 － － 2,465,993 － 2,465,993

(2）セグメント間の

　　内部売上高又は振替高
－ 123,935 96,701 35,149 255,785 △255,785 －

計 2,320,025 269,903 96,701 35,149 2,721,779 △255,785 2,465,993

営業利益又は営業損失(△) △1,213,511 △193,681 2,783 △762 △1,405,170 △62,073 △1,467,243

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・米国、カナダ 

欧州・・・・・英国 

その他・・・・中国 

３．会計処理方法の変更

「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」１．(2)に記載のとおり、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）を適用しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が北米で9,683千円増加しております。

　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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％超であるため、記載を省略しております。　

 

〔海外売上高〕

　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）及び当第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）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、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

当社は、平成21年４月20日付で、株式会社キーエンスから第三者割当増資の払込を受けました。この結果、

当第１四半期連結会計期間において資本金が2,258,744千円、資本準備金が2,258,744千円増加し、当第１四

半期連結会計期間において資本金が10,146,515千円、資本準備金が5,355,754千円となっております。
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