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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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3月期第2四半期 5,041 2.7 339 29.6 355 29.1 241 78.1
21年3月期第2四半期 4,908 ― 261 ― 275 ― 135 ―

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2四半期 51.02 ―

21年3月期第2四半期 27.18 ―

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2四半期 7,134 4,192 58.2 876.55
21年3月期 8,142 4,056 49.4 849.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,154百万円 21年3月期  4,024百万円

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3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,300 8.1 875 8.5 900 5.6 465 3.8 98.12



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  無  

(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．その他をご参照下さい。 

(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 

 業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数
値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては３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2四半期 5,103,230株 21年3月期  5,103,230株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  364,077株 21年3月期  364,077株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 4,739,153株 21年3月期第2四半期 4,995,485株



当第２四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の業績は、売上高 百万円（前年同

期比2.7％増）、営業利益 百万円（同29.6％増）、経常利益 円（同29.1％増）、また、投資有価証券売却

益の発生により四半期純利益 百万円（同78.1％増）となりました。なお、事業別の内訳並びに分析結果は以下

のとおりとなっております。 

まず、ソフトウェア事業（受注ソフトウェアの個別受託開発）につきましては、サービス・流通業及び通信業向け

が増収傾向となった一方で、製造業及び金融業向けの案件が前年を下回って推移し、不採算案件によるコスト増の影

響も加わった結果、売上高30億77百万円（同2.1％減）、営業利益1億14百万円（同31.6％減）となりました。 

次に、パッケージ事業（学校業務改革パッケージの販売及び関連サービス）につきましては、ＥＵＣ（関連システ

ムの個別受託開発）及び保守等のサービス品目が堅調であった結果、売上高9億58百万円（同9.2％増）、営業利益2

億14百万円（同239.7％増）と、大幅な業績拡大となりました。 

最後に、システム販売事業（ＩＴ機器の販売及び情報通信インフラの構築）につきましては、大学向け機器販売を

中心に順調な受注状況となりました。この結果、売上高は10億5百万円（前年同期比13.4％増）の増収となり、営業

利益は9百万円（同62.3％減）と、高付加価値の大型案件が含まれている前年同期に対し減益となったものの、当初

予想を上回る順調な結果となりました。 

   

① 資産、負債及び資本の状況 

まず、当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 百万円（前連結会計年度末比9億77百万円の

減）となりました。これは主として、前年度末の売上案件の入金に伴う売掛金の減少並びに当年度期中における開発

案件の仕掛品減少等の結果であります。また、固定資産の残高は 百万円（同30百万円の減）となりました。こ

れは主として、のれんの償却によるものであります。 

次に、流動負債の残高は 百万円（同10億90百万円の減）となりました。これは主として、仕入等に係る買掛

金の減少によるものであります。また、固定負債の残高は 百万円（同53百万円の減）となりました。これは主

として、長期借入金の返済によるものであります。 

最後に、純資産の合計残高は 百万円（同1億35百万円の増）となりました。これは主として、利益剰余金の

増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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」といいます。）の状況は、期首の資金残

高 百円より 百万円減少し、 百万円となりました。 

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

まず、営業活動によるキャッシュ・フローは、 万円の収入となりました。これは、売上債権の回収及びたな

卸資産の減少等に伴う資金増加と、仕入債務の減少並びに法人税の納税等に伴う資金減少の差引きの結果でありま

す。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主として、定期預金の預

入によるものであります。 

最後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主として、長期借入金の

返済並びに利益配当金の支払いによるものであります。  

  

 昨年秋に発生した世界的金融危機は、わが国にも波及し、個人消費、雇用情勢及び設備投資などの主要指標が落ち

込むとともに、多くの企業の業績が大きく悪化するなど、経済全般に深刻な影響を及ぼすこととなりました。その

後、今年の春から夏にかけて、国内景気は一部で持ち直しの兆候を示し、直近では、在庫調整の進展、新興国の復興

並びに各種政策効果などを背景に、回復の気配が見られる状況となりました。しかし、雇用情勢や企業業績は依然と

して極めて低い水準にあり、当局の景気刺激策の腰折れ懸念等の心理的影響も絡んで、まだまだ本格的な回復が期待

できる状態には至っていないと考えております。 

 国内の情報サービス産業につきましては、最新の統計（経済産業省の特定サービス産業動態統計８月確報）におい

て、売上高の対前年同月比が３ヵ月連続でマイナスを記録しており、こちらも厳しい状況が続いていると認識してお

ります。また、景況感悪化局面においては、一般の設備投資が落ち込みを見せた後、若干の時間差をもってその本格

的影響がＩＴ投資へ及ぶ場合が多いと認識をしており、今後さらなる状況の悪化も懸念されると判断しております。

 この様な状況の下、当社グループの第２四半期累計業績は、先述の「１．連結経営成績に関する定性的情報」のと

おり、堅調な結果となりましたが、今後の見通しとしましては、第３四半期の受注状況に相当の不透明感があること

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

50億41

3億39 3億55

2億41

２．連結財政状態に関する定性的情報

55億23

16億11

16億56

12億85

41億92

22億29 5億10 17億18

3億18

6億24

2億8

３．連結業績予想に関する定性的情報



から、受注競争の激化による売上の伸び悩みや価格競争による利益圧迫の懸念など、先行きは決して明るい状況では

ないと考えております。 

 この様に、第３四半期以降も困難が予想される状況ではありますが、当社グループとしましては、年度当初に掲げ

た重点施策を着実に実行することにより、通期業績計画の達成を図る所存であります。なお、事業別には以下のとお

りとなっております。 

 まず、主力のソフトウェア事業では、最新技術を駆使した高付加価値のソリューション案件の推進と、既存顧客か

らの長期案件の掘り起しによる収益基盤形成で、安定業績の実現を図ります。 

 次に、パッケージ事業につきましては、高付加価値のＰＰ（プログラム・プロダクト）販売、ストック型ビジネス

として安定収益を確保する保守サービス、大型案件受注により事業全体の規模拡大を牽引するＥＵＣ（パッケージ関

連システムの個別開発）などのアイテムをバランスよく拡大し、高い成長力を持続させたく考えております。 

 最後に、システム販売事業につきましては、文教系の大型販売案件及び公共系の高付加価値案件をともに拡大する

ことにより、現状の順調な受注状況を維持しつつ、併せて、システムエンジニア業務の内製化を推進し、さらなる収

益性の向上を図ります。 

 これらを合わせ、平成22年３月期の連結業績予想は、平成21年５月13日の当初発表どおり、売上高113億円（前連

結会計年度比8.1％増）、営業利益8億75百万円（同8.5％増）、経常利益9億円（同5.6％増）、当期純利益4億65百万

円（同3.8％増）を見込んでおります。  

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

受注製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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、当第２四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（工期がごく短く金額的重要性が乏しい契約を除く）については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は107,674千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ22,279千円増加しております。 

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



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２四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,030,316 2,801,068

受取手形及び売掛金 1,719,339 2,439,573

商品及び製品 187,639 418,288

仕掛品 279,697 408,201

原材料及び貯蔵品 2,052 2,001

繰延税金資産 198,514 262,394

その他 107,455 172,273

貸倒引当金 △1,485 △2,494

流動資産合計 5,523,529 6,501,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 330,305 328,809

減価償却累計額 △225,817 △220,886

建物及び構築物（純額） 104,487 107,922

土地 142,361 142,361

その他 157,575 166,650

減価償却累計額 △124,650 △129,331

その他（純額） 32,924 37,319

有形固定資産合計 279,774 287,603

無形固定資産   

のれん 131,465 164,332

ソフトウエア 30,554 21,345

その他 6,818 6,818

無形固定資産合計 168,838 192,495

投資その他の資産   

投資有価証券 354,709 360,654

繰延税金資産 331,869 324,737

差入保証金 243,789 243,489

その他 286,244 286,560

貸倒引当金 △53,961 △53,961

投資その他の資産合計 1,162,651 1,161,479

固定資産合計 1,611,264 1,641,579

資産合計 7,134,794 8,142,887



（単位：千円）

当第２四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 345,426 1,240,386

短期借入金 10,458 9,706

1年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 135,859 341,294

賞与引当金 390,141 489,229

役員賞与引当金 11,748 23,785

その他 583,193 462,832

流動負債合計 1,656,827 2,747,235

固定負債   

長期借入金 180,000 270,000

退職給付引当金 783,779 759,007

役員退職慰労引当金 316,245 304,308

繰延税金負債 2,769 3,051

その他 2,326 2,323

固定負債合計 1,285,121 1,338,689

負債合計 2,941,948 4,085,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,687 917,687

資本剰余金 879,325 879,325

利益剰余金 2,641,247 2,517,912

自己株式 △266,460 △266,460

株主資本合計 4,171,799 4,048,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,123 △12,823

為替換算調整勘定 △8,593 △11,182

評価・換算差額等合計 △17,717 △24,006

少数株主持分 38,763 32,504

純資産合計 4,192,845 4,056,962

負債純資産合計 7,134,794 8,142,887



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,908,850 5,041,454

売上原価 3,798,144 3,918,277

売上総利益 1,110,706 1,123,176

販売費及び一般管理費 848,969 783,958

営業利益 261,737 339,218

営業外収益   

受取利息 6,878 5,831

受取配当金 2,411 2,148

賃貸収入 8,108 9,280

その他 7,863 9,136

営業外収益合計 25,262 26,396

営業外費用   

支払利息 5,427 3,432

賃貸費用 5,182 4,767

その他 785 1,496

営業外費用合計 11,396 9,696

経常利益 275,602 355,917

特別利益   

投資有価証券売却益 － 75,499

貸倒引当金戻入額 1,164 1,187

特別利益合計 1,164 76,686

税金等調整前四半期純利益 276,767 432,604

法人税等 133,405 187,281

少数株主利益 7,578 3,509

四半期純利益 135,784 241,813



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,950,864 2,543,597

売上原価 2,290,117 1,981,757

売上総利益 660,746 561,840

販売費及び一般管理費 392,040 392,274

営業利益 268,706 169,565

営業外収益   

受取利息 6,178 4,004

受取配当金 206 17

賃貸収入 2,801 4,107

その他 5,423 6,444

営業外収益合計 14,609 14,574

営業外費用   

支払利息 2,764 1,643

賃貸費用 2,406 1,786

その他 605 995

営業外費用合計 5,776 4,426

経常利益 277,539 179,713

特別利益   

投資有価証券売却益 － 75,499

貸倒引当金戻入額 35 －

特別利益合計 35 75,499

税金等調整前四半期純利益 277,574 255,213

法人税等 104,854 115,258

少数株主利益 2,676 2,491

四半期純利益 170,043 137,462



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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利益 276,767 432,604

減価償却費 14,194 16,127

ソフトウエア償却費 2,955 4,327

のれん償却額 32,866 32,866

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,062 △99,088

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,810 24,772

受取利息及び受取配当金 △9,290 △7,979

支払利息 5,427 3,432

投資有価証券売却損益（△は益） － △75,499

売上債権の増減額（△は増加） 697,194 720,412

前受金の増減額（△は減少） 89,130 126,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,191 359,134

仕入債務の増減額（△は減少） △338,844 △895,208

その他 △39,399 9,671

小計 656,558 651,861

利息及び配当金の受取額 8,737 7,874

利息の支払額 △5,960 △4,294

法人税等の支払額 △149,576 △336,892

営業活動によるキャッシュ・フロー 509,758 318,548

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △100,957 △738,404

有形固定資産の取得による支出 △3,293 △6,840

ソフトウエアの取得による支出 － △13,624

投資有価証券の取得による支出 △81,770 －

投資有価証券の売却による収入 － 88,270

保険積立金の取崩による収入 63,696 49,174

その他 △4,190 △3,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,515 △624,726

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） △7,328 279

長期借入金の返済による支出 △90,000 △90,000

自己株式の取得による支出 △161,739 －

配当金の支払額 △125,880 △118,478

財務活動によるキャッシュ・フロー △384,947 △208,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,224 3,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,929 △510,891

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,751 2,229,476

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,892,821 1,718,585



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

（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〕

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（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  1,779,211  522,367  649,284  2,950,864  －  2,950,864

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,850  1,334  －  4,184  △4,184  －

計  1,782,061  523,702  649,284  2,955,048  △4,184  2,950,864

営業利益  137,020  37,648  91,534  266,204  2,502  268,706

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（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  1,687,485  644,868  211,243  2,543,597  －  2,543,597

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  2,739  2,739  △2,739  －

計  1,687,485  644,868  213,982  2,546,336  △2,739  2,543,597

営業利益又は営業損失（△）  26,023  172,651  △26,683  171,991  △2,425  169,565



前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

  

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（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  3,144,656  877,981  886,212  4,908,850  －  4,908,850

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,700  2,411  －  8,111  △8,111  －

計  3,150,356  880,393  886,212  4,916,962  △8,111  4,908,850

営業利益  167,971  63,154  25,606  256,733  5,004  261,737

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（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  3,077,628  958,694  1,005,131  5,041,454  －  5,041,454

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  7,623  7,623  △7,623  －

計  3,077,628  958,694  1,012,755  5,049,078  △7,623  5,041,454

営業利益  114,901  214,505  9,659  339,066  152  339,218

事業区分 主要製品

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉庫

等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表示

装置制御等のシステム開発  

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等の

サービス 

パッケージ事業  大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリーズ、

学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統合型Ｗｅ

ｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ Ｅ

Ｘ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア・パッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等 



３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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」②に記載

のとおり、第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連

結累計期間の営業利益がパッケージ事業で16百万円減少しております。 

（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） 

 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」③に記載

のとおり、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。これによる損益に与える影響は

ありません。 

当第２四半期連結累計期間 

（受注製作ソフトウェアに係る収益及び原価の計上基準の変更） 

 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」に記載の

とおり、第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間

の売上高がソフトウェア事業で84,704千円、パッケージ事業で22,970千円、それぞれ増加しております。ま

た、営業利益はソフトウェア事業で11,061千円、パッケージ事業で11,218千円、それぞれ増加しておりま

す。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、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。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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



(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は売上原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、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、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．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は、次のとおりであります。 

３．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

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

ソフトウェア事業（千円）  2,553,412 100.5 

パッケージ事業（千円）  537,555 91.5  

システム販売事業（千円）  827,309 123.5 

合計（千円）  3,918,277 103.2 

事業の種類別セグメントの名称 受注高
前年同四半期比

（％） 
受注残高 

前年同四半期比
（％） 

ソフトウェア事業（千円）  3,554,231 120.7  1,005,763 106.2 

パッケージ事業（千円）  1,089,100 94.6  510,703 83.9 

システム販売事業（千円）  1,058,668 117.6  392,534 106.3 

合計（千円）  5,702,000 114.1  1,909,001 99.1 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

ソフトウェア事業（千円）  3,077,628 97.9 

パッケージ事業（千円）  958,694 109.2 

システム販売事業（千円）  1,005,131 113.4 

合計（千円）  5,041,454 102.7 

相手先 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ドコモ・システムズ㈱ 376,884 7.7 342,653  6.8 

㈱ダスキン 107,336 2.2 259,558  5.1 

日本アイ・ビー・エム㈱ 205,929 4.2 231,482 4.6 
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