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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第2四半期 801 5.7 △48 58.3 △49 56.5 △30 58.6
21年2月期第2四半期 757 △19.0 △116 ― △114 ― △73 ―

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2月期第2四半期 △2,314.96 ―
21年2月期第2四半期 △5,589.43 ―

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2月期第2四半期 1,407 1,181 84.0 89,873.09
21年2月期 1,452 1,212 83.5 92,188.06

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  1,181百万円 21年2月期  1,212百万円

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  有  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― ― ―
22年2月期 ― ―
22年2月期 

（予想）
― 250.00 250.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 1,730 △13.7 30 168.5 30 128.8 15 ― 1,140.86
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2月期第2四半期 13,148株 21年2月期  13,148株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 13,148株 21年2月期第2四半期 13,148株

※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４月15日に公表いたしました業績予想につきましては、平成21年９月８日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正を行っておりま
す。 
２．平成21年４月15日に公表いたしました配当予想につきましては、平成21年10月14日発表の「平成22年２月期配当予想の修正に関するお知らせ」にて修
正を行っております。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
４．本資料に掲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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、７ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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＜パッケージソフトウェア事業＞ 

パッケージソフトウェア事業は、ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」、ECサイト

構築パッケージ「SI Web Shopping」、e-Learningパッケージ「SI 作って教材」、プロジェクト管理

パッケージ「SI Object Browser PM」という４つの自社開発製品と当社が企画段階から参画して開発

したWebベースのERPパッケージ「GRANDIT」を主力としております。 

 「SI Web Shopping」、「GRANDIT」、「SI 作って教材」、「SI Object Browser PM」の４製品の

業務区分は、パッケージソフトウェアの販売・保守業務及びカスタマイズ業務から構成されます。

「SI Object Browser」は、カスタマイズ業務がなく利益率が高いパッケージソフトウェアの販売の

みとなります。 

 パッケージソフトウェアの販売・保守業務は、売上高191,420千円（前年同期比1.7％増）、売上総

利益101,071千円（前年同期比3.1％増）、パッケージソフトウェアのカスタマイズ業務は、売上高

536,635千円（前年同期比7.2％増）、売上総利益128,586千円（前年同期比27.7％増）となりまし

た。 

 パッケージソフトウェア事業全体では、売上高728,055千円（前年同期比5.7％増）、売上総利益

229,657千円（前年同期比15.6％増）となりました。EC事業は売上高、売上総利益共に前年同期に比

べ減少しておりますが、ERP事業は引き続き厳しい状況ながらも、前年同期を売上高、売上総利益共

に上回っており、回復の兆しが出てきております。 

＜システムインテグレーション事業＞ 

システムインテグレーション事業は、パッケージソフトウェアに関連しない基幹業務全般のシステ

ム構築及び保守を行っております。当第２四半期累計期間は、売上高24,470千円（前年同期比49.7％

増）、売上総利益9,186千円（前年同期比118.7％増）と前年同期に比べ増加しております。 

＜コンサルティング事業＞ 

コンサルティング事業は、「SI Web Shopping」及び「GRANDIT」の導入に関するコンサルテーショ

ンを中心に行っております。当第２四半期累計期間は、売上高48,738千円（前年同期比7.5％減）、

売上総利益17,126千円（前年同期比151.0％増）となりました。 

  

以上により、当第２四半期累計期間の業績は、売上高801,264千円（前年同期比5.7％増）、売上総

利益255,970千円（前年同期比22.1％増）となりましたが、パッケージソフトウェア事業のEC事業売

上高が低迷したことにより、開発要員の空工数が発生し、売上総利益が販売費及び一般管理費

304,371千円（前年同期比6.6％減）を下回る結果となりました。これにより営業損失48,401千円（前

年同期比58.3％の損失改善）、経常損失49,895千円（前年同期比56.5％の損失改善）、四半期純損失

30,437千円（前年同期比58.6％の損失改善）と前年同期に比べ業績は改善しているものの損失計上と

なりました。 

  

 ※前年同期増減率は参考として記載しております。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
①事業部門別の事業状況

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第２四半期決算短信（非連結）
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事業部門別の売上高について、前年同期比較表及び推移グラフを参考として以下に示します。 

                                     (千円未満切捨) 

 
  

 

  

 ａ．前年同期比較表

事業部門
前第２四半期累計期間
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

前年 
同期比
(％)

  前事業年度  
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

売上高   
(千円)

構成比
(％)

売上高   
(千円)

構成比
(％)

売上高   
(千円)

構成比
(％)

パッケージソフトウェア事業 688,752 90.9 728,055 90.9 5.7     1,883,661  93.9

パッケージソフトウェアの販売・保守 188,169 24.8 191,420 23.9 1.7       436,730  21.8

パッケージソフトウェアのカスタマイズ 500,583 66.1 536,635 67.0 7.2     1,446,931  72.2

システムインテグレーション事業 16,351 2.2 24,470 3.0 49.7        42,708   2.1

コンサルティング事業 52,695 6.9 48,738 6.1 △7.5        79,032   3.9

合計 757,798 100.0 801,264 100.0 5.7     2,005,402 100.0

 ｂ．推移グラフ

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第２四半期決算短信（非連結）
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＜ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」関連＞ 

「SI Object Browser」は、ソフトウェア技術者向けの開発支援ツール群です。日本の少子化、若

者のエンジニア離れ、海外技術者との競合などにより、日本のソフトウェア開発の近代化が求められ

るなか、生産性向上を実現する総合開発支援ツール群として拡充し続けております。 

 現在は、データベース開発支援ツール「SI Object Browser」、データベース設計支援ツール「SI 

Object Browser ER」の２製品が主力となっております。 

 これまで順調に売上拡大を続けて参りましたが、景気後退による買い控えの影響により、当第２四

半期累計期間においては売上高が低迷しました。ここから更なる売上拡大を目指すためにラインナッ

プを拡充する方針を立て、まず海外展開の第一歩として「SI Object Browser 中国語版」及び「SI 

Object Browser ER 中国語版」を平成20年２月から中国市場において販売開始しております。また、

「SI Object Browser SQL Server版」を平成20年12月にリリースし、これまでのOracleユーザーだけ

でなくMicrosoftユーザーにも対象を広げることにより、新たに市場を拡大しつつあります。 

＜ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」関連＞ 

「SI Web Shopping」は、ECサイト構築パッケージソフトウェアの草分けとして、ネットショッピ

ング市場の広がりを背景に、発売開始から13年間で1000サイトの導入実績を誇っております。当第２

四半期累計期間におきましては、設備投資の抑制の影響を受けて売上高が微減となってしまいました

が、平成21年２月リリースのコンシューマ向け(B to C版)新バージョン(Ver10.0)、及び成長著しい

中国市場向け（B to C 多言語版）により、国内外でのECビジネスを展開する大手企業の需要を取り

込んで、今後の業績向上を目指しております。 

＜ERPパッケージ「GRANDIT」関連＞ 

当社の「GRANDIT」関連ビジネスは、Web-ERPという新時代のERPであることが評価され、堅調に売

上高を伸ばしてまいりました。ERPビジネスは市場環境の影響を受けやすく、昨年来の景気後退を背

景に、顧客企業が情報化投資を抑制する傾向が見受けられました。当第２四半期累計期間においても

依然として厳しい状況が続いておりますが、内需型企業を中心に大型案件の引き合いが出ており、今

後の業績回復に明るい見通しを持てる状況になっております。 

 また、当社が独自に用意するGRANDIT業種別テンプレート「製造業向けソリューション」を、製造

業への「GRANDIT」導入ツールとして併せて販売しております。さらに、プロジェクト管理システム

「SI Object Browser PM」をソフトウェア業界向けキラーコンテンツとして、「GRANDIT」との組み

合わせによる販売戦略を採っており、既に上場企業での稼動実績を得ております。これらを切り口と

して、間接受注を中心としたビジネス形態に加えて直販での受注獲得を増加させ、ビジネス拡大に努

めてまいります。 

＜プロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」関連＞ 

「SI Object Browser PM」は、プロジェクト管理ツールとして平成20年11月にリリースいたしまし

た。ソフトウェア業界における近代化、合理化ニーズに応える重要製品と位置づけており、新たな市

場を拡大しつつあります。 

  

 ②主要パッケージソフトウェア別の事業状況

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第２四半期決算短信（非連結）
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主要パッケージソフトウェア別の売上高について、前年同四半期比較表及び推移グラフを参考として以下
に示します。 

  

 

 

  

  

 ａ．前年同期比較表

事業部門
前第２四半期累計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

前年 
同期比
(％)

  前事業年度  
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

売上高(千円)
構成比
(％)

売上高(千円)
構成比
(％)

売上高(千円)
構成比
(％)

「SI Object Browser」関連 159,896 21.1 112,913 14.1 △29.4       292,572  14.6

「SI Web Shopping」関連 284,817 37.6 270,222 33.7 △5.1       821,569  41.0

「GRANDIT」関連 281,994 37.2 368,272 46.0 30.6      811,128  40.5

「SI 作って教材」関連 14,755 1.9 6,885 0.9 △53.3     22,568   1.1

「SI Object Browser PM」 関連 － － 18,499 2.3 －       14,854   0.7

 システムインテグレーション関連 16,335 2.2 24,470 3.0 49.8        42,708   2.1

合計 757,798 100.0 801,264 100.0 5.7     2,005,402 100.0

 ｂ．推移グラフ

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第２四半期決算短信（非連結）
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  （資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ29,010千円減少し1,144,222千円となりました。これは主として、

売掛金の減少177,181千円に対し、現金及び預金の増加122,138千円、たな卸資産の増加32,730千円など

があったことによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ15,981千円減少し262,805千円となりました。これは主として、権

利金の減少9,999千円、ソフトウェアの償却による減少6,038千円などによるものであります。権利金の

減少は、「GRANDITコンソーシアム」参画のための権利金の償却によるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ44,992千円減少し1,407,028千円となりました。 

（負債） 

 負債は、前事業年度末に比べ14,555千円減少し225,376千円となりました。これは主として、買掛金

の減少22,680千円、受注損失引当金の減少6,684千円に対し、未払費用の増加6,422千円、賞与引当金の

増加6,403千円などがあったことによるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べ30,437千円減少し1,181,651千円となりました。これは第２四半期純

損失の計上30,437千円によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間の業績は、利益率の高い「Object  Browser」の売上低迷に加え、「Web 

Shopping」の売上が伸び悩みました。結果として開発要員の空き工数の発生により利益率が低下し、純損

失の計上となりました。しかし損失金額が前年同期比では58.6％改善していることや、ERP関連の

「GRANDIT」の受注・売上が堅調に推移しており、大型受注案件が下期の売上に寄与してくることから、

業績は徐々に回復していくものと予想しております。 

 当事業年度の業績予想は、平成21年９月８日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

からの変更はございません。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第２四半期決算短信（非連結）
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①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 
  

当事業年度より「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

財務諸表等規則」に従い財務諸表を作成しております。 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

たな卸資産については従来、仕掛品は個別法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法によっておりま

したが、当事業年度より「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）が適用されたことに伴い、仕掛品は個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品は最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

受注制作のソフトウェ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）が平成21年４月１日より

前に開始する事業年度から適用できることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を

適用し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期会計期間末までの進捗部分につ

いての成果の確実性が認められる受注契約については工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の受注契約については検収基準を適用しております。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 676,263 554,124

売掛金 294,258 471,439

仕掛品 82,472 50,893

貯蔵品 1,178 26

その他 90,933 98,257

貸倒引当金 △883 △1,509

流動資産合計 1,144,222 1,173,233

固定資産   

有形固定資産 10,386 10,329

無形固定資産   

ソフトウエア 180,974 187,012

その他 50,170 60,170

無形固定資産合計 231,144 247,183

投資その他の資産 21,273 21,273

固定資産合計 262,805 278,787

資産合計 1,407,028 1,452,020

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,882 93,562

賞与引当金 48,425 42,021

受注損失引当金 3,977 10,661

その他 102,091 93,685

流動負債合計 225,376 239,931

負債合計 225,376 239,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 358,402 358,402

資本剰余金 348,402 348,402

利益剰余金 474,847 505,284

株主資本合計 1,181,651 1,212,088

純資産合計 1,181,651 1,212,088

負債純資産合計 1,407,028 1,452,020
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 801,264

売上原価 545,293

売上総利益 255,970

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 112,000

賞与引当金繰入額 21,699

その他 170,671

販売費及び一般管理費合計 304,371

営業損失（△） △48,401

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 3

有価証券利息 162

還付加算金 1,441

その他 90

営業外収益合計 1,705

営業外費用  

クレーム費用 3,200

営業外費用合計 3,200

経常損失（△） △49,895

特別利益  

貸倒引当金戻入額 626

特別利益 626

税引前四半期純損失（△） △49,269

法人税、住民税及び事業税 476

法人税等調整額 △19,308

法人税等合計 △18,832

四半期純損失（△） △30,437
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △49,269

減価償却費 53,690

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △626

受注損失引当金の増減額（△は減少） △6,684

受取利息及び受取配当金 △10

有価証券利息 △162

売上債権の増減額（△は増加） 177,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,730

仕入債務の増減額（△は減少） △22,680

未払又は未収消費税等の増減額 △2,802

前受金の増減額（△は減少） 7,596

その他 △17,311

小計 112,594

利息及び配当金の受取額 173

法人税等の還付額 47,610

法人税等の支払額 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,901

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 519,837

有価証券の取得による支出 △519,837

無形固定資産の取得による支出 △35,532

有形固定資産の取得による支出 △2,176

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,708

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,138

現金及び現金同等物の期首残高 554,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 676,263
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 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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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

 （１）（要約）中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 757,798

Ⅱ 売上原価 548,094

   売上総利益 209,704

Ⅲ 販売費及び一般管理費 325,908

   営業損失（△） △ 116,204

Ⅳ 営業外収益 1,456

   経常損失（△） △ 114,747

Ⅴ 特別利益 976

   税引前中間純損失（△） △ 113,771

   法人税、住民税及び事業税 476

   法人税等調整額 △ 40,758

   中間純損失（△） △ 73,489
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（２）（要約）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純損失（△） △113,771

   減価償却費 59,119

   賞与引当金の増加額 6,210

   貸倒引当金の減少額 △976

   受注損失引当金の増加額 6,592

   受取利息及び受取配当金 △8

   有価証券利息 △639

    売上債権の減少額 336,453

   たな卸資産の増加額 △90,909

   未収消費税等の増加額 △2,193

   仕入債務の減少額 △4,976

   未払消費税等の減少額 △28,769

   前受金の増加額 11,103

   その他 21,810

    小計 199,044

   利息及び配当金の受取額 647

   法人税等の支払額 △53,558

   営業活動によるキャッシュ・フロー 146,132

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有価証券の取得による支出 △599,360

   有価証券の償還による収入 599,360

   有形固定資産の取得による支出 △645

   無形固定資産の取得による支出 △84,137

   投資活動によるキャッシュ・フロー △84,782

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △28,257

   財務活動によるキャッシュ・フロー △28,257

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 33,092

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 610,640

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 643,733
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