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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9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6月期第1四半期 194 13.9 △42 ― △56 ― △57 ―
21年6月期第1四半期 170 △11.2 △127 ― △142 ― △141 ―

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6月期第1四半期 △3,534.98 ―
21年6月期第1四半期 △8,753.66 ―

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6月期第1四半期 979 242 24.1 14,623.82
21年6月期 1,069 320 29.3 19,368.93

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  236百万円 21年6月期  313百万円

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
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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

387 △3.3 △102 ― △105 ― △106 ― △6,554.54

通期 984 17.3 8 ― 2 ― 0 ― 0.00
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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、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。 

(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 
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当たっての注意事項については、
４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年6月期第1四半期 16,172株 21年6月期  16,172株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  0株 21年6月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 16,172株 21年6月期第1四半期 16,172株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度の世界的な金融危機による影響を受けながらも、減少傾

向を辿る企業収益は一部では回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、経済対策の効果による個人消費動向

の上昇は一時的なものと考えられ、政権交代に伴う市場環境への影響も不透明な状況となっております。また、雇用

情勢も依然として厳しく、全体としては予断を許さない厳しい状況が続いております。このような経済状況の下、当

社グループの属するＩＴ関連業界についても、企業の投資抑制の傾向が続いております。 

 こうした状況の中、当社グループは当第１四半期連結会計期間においては、期首に本事業年度の経営方針として、

掲げた下記の方針に沿って、事業展開を行ってまいりました。 

   ① KnowledgeMarketお客様基盤の強化と、カスタマーイン発想の機能向上 

   ② KnowledgeMerketお客様に対する付加サービスの提供 

   ③ マイクロソフトSharePoint市場でのポジション強化  

   ④ Realcom U.S., Inc.（以下、「Realcom US」という。）収益力強化 

   ⑤ グローバルシナジー追求 

 売上高については、安定した既存お客様基盤を維持し、前年同期比増となるとともに、営業損益、経常損益、純損

益についても前年同期比で大幅な改善をしております。さらに、営業キャッシュ・フローについても、当第１四半期

連結会計期間においてプラスとなるなど、大幅な改善となりました。また、予算との比較においては、売上高は計画

どおりに進捗、損益は、円高にともなうRealcom USへの貸付に対する為替差損11百万円発生したものの、赤字幅を計

画以上に削減することが出来ました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は194,812千円（前年同期比13.9％増）、営業損失は42,510千円

（前年同期127,397千円）、経常損失は56,132千円（前年同期142,658千円）、四半期純損失は57,167千円（前年同期

141,564千円）となりました。 

  

 製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス  

 当社主力製品「KnowledgeMarket」の、既存のお客様への追加導入や、米国子会社Realcom USにおけるAskMe for 

SharePointの導入があった他、子会社オージェテクノロジーにおける製品導入があった結果、売上高は30,533千円

（前年同期比1,393.8％増）となりました。 

  

２．システムインテグレーション  

 当社においては、当社製品を導入している既存のお客様に対する売上に加えて、Microsoft SharePoint関連の受注

があったほか、米国子会社における既存のお客様に対する売上により、売上高は25,372千円（前年同期比44.4％増）

となりました。 

  

３．ビジネスコンサルティング  

 当社において情報共有に関連するコンサルティングやＫＰＯ（ナレッジ・プロセス・アウトソーシング）案件を受

注した結果、売上高は60,737千円（前年同期比28.3％増）となりました。 

  

４．運用保守  

 主として既存のお客様の維持に努め、当社及び米国子会社において運用保守サービスを提供した結果、売上高は

76,638千円（前年同期比2.6％増）となりました。 

  

５．その他  

 他社製品の売上高は1,530千円（前年同期比94.7％減）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
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(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、979,416千円であり、前連結会計年度末と比較して90,301千円減少し

ております。これは主に、売掛金の減少（44,689千円）及びのれんの減少（40,927千円）等によるものでありま

す。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は736,430千円であり、前連結会計年度末と比較して12,698千円減少し

ております。これは主に、前受金の減少（10,078千円）、長期借入金の減少（1,998千円）等によるものでありま

す。なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、555,020千円となっております。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は242,985千円であり、前連結会計年度末と比較して77,602千

円減少しております。これは主に、利益剰余金の減少（57,167千円）及び為替換算調整勘定の減少（19,570千円）

によるものであります。 

(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動において867

千円の増加、投資活動において1,731千円の減少、財務活動において1,988千円の減少となったことから、前連結会

計年度末に比べて2,323千円減少し、当第１四半期連結累計期間末には366,340千円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は、867千円（前年同期は108,448千円の減少）となりました。主な増加要因は、売

上債権の減少（42,159千円）、のれん償却額の発生に伴う増加（13,360千円）、為替差損の発生による増加

（9,553千円）等であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失の発生（56,145千円）、その他の流動負債

の減少（15,768千円）、前受金の減少（8,554千円）等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は、1,731千円（前年同期は5,848千円の増加）となりました。主な増加要因は、従

業員に対する貸付金の回収による収入（102千円）等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出

（1,889千円）等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、1,998千円（前年同期は88,002千円の増加）となりました。減少要因は、長期

借入金の返済による支出（1,998千円）であります。 

 当第１四半期連結会計期間においては、計画通りに進捗いたしました。また、第２四半期連結累計期間に向けて

は、鋭意、売上案件の積み上げ及び経費のコントロールを行っております。 

 このため現時点において平成21年６月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年

８月13日付の決算短信において発表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

 なお、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示いたします。   

  

該当事項はありません。   

  

１.簡便な会計処理 

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．連結財政状態に関する定性的情報

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
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１.会計処理基準に関する事項の変更  

①工事契約に関する会計基準の適用 

 ソフトウェアの請負開発に係る収益及び費用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ソフトウェアの請負開発のうち、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契約については、工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他の契約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。 

  

（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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 388,145 390,584

売掛金 84,543 129,232

仕掛品 1,338 299

原材料及び貯蔵品 41 137

その他 20,957 21,722

貸倒引当金 △1,500 △1,450

流動資産合計 493,525 540,527

固定資産   

有形固定資産 24,294 24,475

無形固定資産   

のれん 423,432 464,360

その他 19,048 20,856

無形固定資産合計 442,481 485,216

投資その他の資産 19,114 19,498

固定資産合計 485,890 529,190

資産合計 979,416 1,069,717

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,051 1,284

短期借入金 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 120,392 120,392

未払法人税等 4,113 4,705

前受金 131,836 141,915

その他 40,222 44,005

流動負債合計 381,616 392,301

固定負債   

長期借入金 354,628 356,626

その他 186 201

固定負債合計 354,814 356,827

負債合計 736,430 749,129
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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９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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金 420,149 420,149

利益剰余金 △884,002 △826,834

株主資本合計 303,296 360,464

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △66,800 △47,229

評価・換算差額等合計 △66,800 △47,229

新株予約権 2,363 2,201

少数株主持分 4,125 5,152

純資産合計 242,985 320,588

負債純資産合計 979,416 1,069,717
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 170,981 194,812

売上原価 109,974 82,011

売上総利益 61,007 112,801

販売費及び一般管理費   

役員報酬 17,112 23,028

給料 49,663 36,233

支払手数料 35,762 21,849

研究開発費 40,142 7,706

減価償却費 15,602 14,861

その他 30,122 51,632

販売費及び一般管理費合計 188,405 155,311

営業損失（△） △127,397 △42,510

営業外収益   

受取利息 942 86

還付加算金 638 －

その他 － 35

営業外収益合計 1,581 121

営業外費用   

支払利息 2,570 2,033

為替差損 14,237 11,126

その他 33 584

営業外費用合計 16,841 13,744

経常損失（△） △142,658 △56,132

特別利益   

貸倒引当金戻入額 480 －

特別利益合計 480 －

特別損失   

固定資産売却損 34 12

特別損失合計 34 12

税金等調整前四半期純損失（△） △142,213 △56,145

法人税、住民税及び事業税 1,398 2,048

法人税等合計 1,398 2,048

少数株主損失（△） △2,047 △1,027

四半期純損失（△） △141,564 △57,167
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９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（△） △142,213 △56,145

減価償却費 3,211 4,264

貸倒引当金の増減額（△は減少） △480 50

ソフトウエア償却費 4,437 －

のれん償却額 13,550 13,360

株式報酬費用 － 162

有形固定資産売却損益（△は益） 34 12

為替差損益（△は益） 13,943 9,553

受取利息及び受取配当金 △942 △85

支払利息 2,570 2,033

売上債権の増減額（△は増加） 37,156 42,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,076 △942

未払費用の増減額（△は減少） 3,156 990

未収入金の増減額（△は増加） 55,531 202

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,930 △867

仕入債務の増減額（△は減少） △7,610 3,767

未払金の増減額（△は減少） △21,016 8,526

前受金の増減額（△は減少） △25,588 △8,554

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,269 △15,768

小計 △106,994 2,717

利息及び配当金の受取額 263 70

利息の支払額 △538 △284

法人税等の支払額 △1,179 △1,636

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,448 867

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 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △4,807 △1,889

有形固定資産の売却による収入 78 5

従業員に対する貸付金の回収による収入 900 102

その他 △322 49

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,848 △1,731

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 100,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △10,000 △80,000

長期借入金の返済による支出 △1,998 △1,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,002 △1,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △482 538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,080 △2,323

現金及び現金同等物の期首残高 160,867 368,664

現金及び現金同等物の四半期末残高 145,786 366,340
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 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７月１日 至 平成20年９月30日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため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７月１日 至 平成21年９月30日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため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７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

    当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近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 

      その他地域……インド 

（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〕

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 (1）外部顧客に対する売上高  145,938  25,043  170,981  ― 170,981

 (2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 ―  5,939  5,939 △5,939 ―

計  145,938  30,982  176,921 △5,939 170,981

  営業損失  89,653  38,005  127,659 △261 127,397

  
日本 

（千円） 
北米 

（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） 

(1）外部顧客に対する売上高  151,743  43,069  －  194,812  －  194,812

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 79  －  15,067  15,147  △15,147  －

計  151,823  43,069  15,067  209,959  △15,147  194,812

営業損失  21,576  25,619  △4,685  42,510  －  42,510
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

     

    当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    ２．各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  

 該当事項はありません。 

   

 特に記載すべき事項はございません。  

  

  

〔海外売上高〕

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  25,043  25,043

Ⅱ 連結売上高（千円）        170,981

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.7  14.7

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  43,069  43,069

Ⅱ 連結売上高（千円）        194,812

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  22.1  22.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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