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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 4,028 △6.8 △13 ― 58 △80.1 △75 ―

20年12月期第3四半期 4,321 8.0 301 13.7 292 20.3 59 194.5

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

21年12月期第3四半期 △2,313.70 ―

20年12月期第3四半期 1,756.19 ―

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

21年12月期第3四半期 3,332 2,204 65.7 67,416.83
20年12月期 3,989 2,372 59.1 71,912.20

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,190百万円 20年12月期  2,358百万円

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

20年12月期 ― 800.00 ― 1,200.00 2,000.00
21年12月期 ― 800.00 ―

21年12月期 
（予想）

1,200.00 2,000.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 6,190 1.0 359 △29.6 332 △33.8 36 △75.0 1,103.68

1



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結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 21年12月期第3四半期 34,005株 20年12月期  34,005株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,520株 20年12月期  1,020株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 32,756株 20年12月期第3四半期 33,970株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界的な景気低迷による企業収益の大幅な

減少、個人消費の減退など、依然として厳しい経営環境が続いております。一部には生産や輸出に底入れ感がうかが

え、 悪期を脱したとの兆しもありますが、本格的な景気回復には至っておりません。 

当社グループの主要顧客である大手製造業におきましても、一部では減産緩和の動きが広がるなど、回復の兆しもみ

られましたが、開発ならびに設備に関わる投資の削減や延期、生産調整などの余波が残っており、当社グループにおい

ても少なからずその影響を受けました。 

当社グループは、世界的に高い競争力を誇る日本の情報家電産業、産業設備・工作機械産業、自動車産業などに代表

される「ものづくり企業」のＩＴ関連サービスに特化し、ドキュメンテーション事業、エンジニアリング事業、システ

ムの開発・運用などを展開しております。 

当第３四半期連結累計期間におきましても、当社グループでは従前に引き続き、「ものづくり企業」へのサポート体

制を強化し、当社グループが有する高い技術力を提供することで、顧客企業の多様化かつ高度化する要望に、的確に応

えてまいりました。 

また、従来の枠にとらわれないユニークかつ高付加価値サービスの提供による独自路線の確立、優位的地位の確保を

図ることで、“既存顧客の囲い込み”“新規顧客の獲得”及び“新規事業の展開”を推進し、さらには事業領域の拡大

を図るため、昨年子会社化した株式会社バイナスおよびフランスのSAS SB Traductionとのシナジーをより一層高める

経営を推進してまいりました。 

しかし、顧客企業の業績低迷による新規開発や設備投資の見送りや延期、技術者派遣の需要減退などの影響が残って

おり、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高4,028百万円（前年同期比6.8％減）、営業損失

13百万円（前年同期は営業利益301百万円）、経常利益58百万円（前年同期比80.1％減）、税金等調整前四半期純利益

70百万円（同75.5％減）、四半期純損失75百万円（前年同期は純利益59百万円）となりました。 

なお、のれん償却額250百万円が販売費及び一般管理費に含まれており、当該のれん償却額は税務上の損金とならな

いことから、税金費用が税金等調整前四半期純利益の額を上回っております。 

  事業別の業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み

ます。） 

  

 (ドキュメンテーション事業） 

  ドキュメンテーション事業におきましては、ＷｅｂコンテンツやＣＧアニメを用いた次世代技術資料の作成、高品質

ドキュメントの短納期化といった高付加価値および独自性のある提案に注力し、特徴ある技術による差別化を図ること

で、医療機器分野への新たな進出など新規顧客の獲得を図るとともに、既存顧客の囲い込みを進めてきましたが、顧客

企業の新規開発の見送りや延期などの影響を受け、売上高は1,380百万円（前年同期比13.1％減）、営業利益は381百万

円（同30.1％減）となりました。 

  

（エンジニアリング事業） 

  エンジニアリング事業におきましては、株式会社バイナスをグループに加えたことにより、売上高は768百万円（前

年同期比27.8％増）と増加しましたが、顧客企業の開発体制の縮小や設備関連投資の低下、技術者派遣の需要減退によ

る稼動時間の減少等の結果、利益率は低迷し、営業損失は６百万円（前年同期は営業利益134百万円）となりました。 

  

（技術システム開発事業） 

  技術システム開発事業におきましては、“強固な基盤の構築”を重点施策に掲げ、既存事業の効率化、売上と利益の

バランスの取れた事業拡大を進めてきました。また、事業の選択と集中、付加価値向上による利益率改善、組織体制の

整備を進めてきましたが、顧客企業のシステム投資意欲の減退によるシステム開発・分析といった支援業務の受注減な

どの影響があり、売上高は1,970百万円（前年同期比10.3％減）、営業損失は88百万円（前年同期は営業損失６百万

円）となりました。 

  なお、技術システム開発事業の営業費用の中には、「のれん償却額」242百万円が含まれております。 

  

  

  

(１)資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末より657百万円減少し、3,332百万円となりました。その主

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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な要因は、現金及び預金は20百万円増加しているものの、受取手形及び売掛金の減少が513百万円、償却によるのれ

んの減少が250百万円あったことによります。 

なお、受取手形及び売掛金の減少は売上債権の回収によるものであり、のれんの償却も当社の会計方針に則った均等

償却を行った結果であります。 

  

（負債） 

負債は前連結会計年度末より489百万円減少し、1,127百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少

93百万円、返済による短期借入金の減少200百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少150百万円等があったこ

とによります。 

  

（純資産） 

純資産は、当第３四半期連結累計会計期間で純損失75百万円を計上したこと、剰余金の処分として配当金65百万円を

計上したこと、自己株式の取得に24百万円を充てたことにより、前連結会計年度末より167百万円減少し、2,204百万円

となりました。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況  

当第３四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、前連結会計年度末より８百

万円増加し、623百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は309百万円となりました。主な要因は、税金等

調整前四半期純利益を70百万円計上したこと、賞与引当金の増加124百万円、のれん償却額250百万円、売上債権の減少

513百万円等の資金の増加要因があった一方、その他流動負債の減少131百万円、仕入債務の減少93百万円、法人税等の

支払376百万円等の資金の減少要因があったことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動では、投資有価証券の売却による収入が37百万円、定期預金の払戻による収入が24百万円あった一方、定期

預金の預入による支出が36百万円、投資有価証券を取得するための支出が22百万円あったこと等により、７百万円の資

金を要しました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動では295百万円の資金を要しました。これは、短期借入金の返済に200百万円、配当金の支払に70百万円等を

要したことによります。 

  

 平成21年12月期の業績予想については、平成21年２月13日付決算短信で発表いたしました当初の業績予想数値に変更

はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

   

① 簡便な会計処理  

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

 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

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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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則

第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期財務諸表規則」を適用しております。 

  

② リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

③ 重要な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、原価法を採用しておりましたが、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）が適用されたことに伴い、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の切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   
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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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653,790 633,622

受取手形及び売掛金 1,054,370 1,567,586

商品及び製品 24,603 39,934

仕掛品 160,629 132,535

原材料及び貯蔵品 33,931 21,948

その他 306,823 193,925

貸倒引当金 △42 －

流動資産合計 2,234,105 2,589,552

固定資産   

有形固定資産 323,321 346,306

無形固定資産   

のれん 500,503 751,094

その他 87,286 106,625

無形固定資産合計 587,789 857,720

投資その他の資産   

その他 197,983 206,621

貸倒引当金 △10,780 △10,780

投資その他の資産合計 187,203 195,841

固定資産合計 1,098,314 1,399,867

資産合計 3,332,419 3,989,420

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 122,479 215,645

短期借入金 265,000 465,000

未払法人税等 27,750 177,860

賞与引当金 230,521 106,215

未払金 180,496 296,245

その他 174,490 233,562

流動負債合計 1,000,738 1,494,529

固定負債   

退職給付引当金 126,117 105,921

その他 929 16,945

固定負債合計 127,046 122,866

負債合計 1,127,784 1,617,396
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 893,682 893,682

資本剰余金 848,682 848,682

利益剰余金 517,820 659,179

自己株式 △69,436 △44,932

株主資本合計 2,190,748 2,356,610

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,135 1,587

為替換算調整勘定 422 －

評価・換算差額等合計 △712 1,587

少数株主持分 14,599 13,826

純資産合計 2,204,634 2,372,023

負債純資産合計 3,332,419 3,989,420
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,028,562

売上原価 3,003,810

売上総利益 1,024,751

販売費及び一般管理費 1,038,185

営業損失（△） △13,433

営業外収益  

受取利息 758

受取配当金 128

為替差益 217

雇用調整助成金 78,040

その他営業外収益 1,387

営業外収益合計 80,532

営業外費用  

支払利息 2,382

支払融資手数料 4,870

その他営業外費用 1,519

営業外費用合計 8,772

経常利益 58,326

特別利益  

投資有価証券売却益 14,377

特別利益合計 14,377

特別損失  

固定資産除却損 109

退職給付制度移行に伴う損失 1,858

特別損失合計 1,967

税金等調整前四半期純利益 70,736

法人税、住民税及び事業税 181,591

法人税等調整額 △35,432

法人税等合計 146,158

少数株主利益 367

四半期純損失（△） △75,788
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 70,736

減価償却費 54,241

長期前払費用償却額 329

のれん償却額 250,591

賞与引当金の増減額（△は減少） 124,305

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,196

受取利息及び受取配当金 △887

支払利息 2,382

投資有価証券売却損益（△は益） △14,377

固定資産除却損 109

売上債権の増減額（△は増加） 513,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,745

その他流動資産の増減額（△は増加） △27,300

仕入債務の増減額（△は減少） △93,428

その他流動負債の増減額（△は減少） △131,706

その他固定負債の増減額（△は減少） △16,016

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,586

小計 687,408

利息及び配当金の受取額 847

利息の支払額 △2,237

法人税等の支払額 △376,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,671

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △36,000

定期預金の払戻による収入 24,000

有形固定資産の取得による支出 △3,554

無形固定資産の取得による支出 △8,335

投資有価証券の取得による支出 △22,856

投資有価証券の売却による収入 37,717

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,035

その他 3,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,018

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） △200,000

自己株式の取得による支出 △24,503

配当金の支払額 △70,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,378

現金及び現金同等物に係る換算差額 892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,167

現金及び現金同等物の期首残高 615,622

現金及び現金同等物の四半期末残高 623,790
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１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 

(1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

(2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援、ロボット・システムの製造、ＦＡエンジニアリン

グ  

(3）ドキュメンテーション事業 

取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、Ｗｅｂコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、技術

プレゼン資料、多言語翻訳 

３．会計処理方法の変更（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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「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。この変更に伴うセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１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。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１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％未満であるため、記載を省略しております。  

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
技術システ
ム開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業 
（千円） 

ドキュメン
テーション 
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  1,961,354  740,123  1,327,083  4,028,562  －  4,028,562

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,207  27,988  53,007  90,202 ( )90,202  －

計  1,970,561  768,112  1,380,090  4,118,765 ( )90,202  4,028,562

営業利益（又は損失） ( )88,220 ( )6,755  381,093  286,117 ( )299,550 ( )13,433

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  
科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高       4,321,285

Ⅱ 売上原価       3,015,079

売上総利益       1,306,205

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,005,095

営業利益       301,109

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  1,466      

２．受取配当金  27      

３．受取事務手数料  395      

４．確定拠出年金返還金  807      

５．その他の営業外収益  567  3,263

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  3,660      

２．支払融資手数料  4,797      

３．その他の営業外費用  3,348  11,806

経常利益       292,567

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益  251  251

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損  290      

２．投資有価証券評価損  1,055      

３．貸倒引当金繰入額  2,520  3,865

税金等調整前四半期純利益       288,952

法人税、住民税及び事業税  288,928      

法人税等調整額 △59,634  229,294

四半期純利益       59,658
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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   288,952

 減価償却費  59,725

 長期前払費用償却額  420

 のれん償却額  242,824

 貸倒引当金の増加額  2,520

 賞与引当金の増加額  155,538

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  12,379

 受取利息及び受取配当金 △1,494

 支払利息  3,660

 固定資産除去損  290

 株式交付費  1,141

 売上債権の増減額（△は増加） △85,037

 たな卸資産の増減額（△は増加） △137,086

 その他流動資産の増減額（△は増加） △2,975

 仕入債務の増減額（△は減少） △49,216

 その他流動負債の増減額（△は減少） △59,998

 その他固定負債の増減額（△は減少） △18,814

 未払消費税等の増減額（△は減少） △24,322

 その他  803

小計  389,312

 利息及び配当金の受取額  1,494

 利息の支払額 △3,879

 法人税等の支払額 △396,506

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,580
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前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入による支出 △36,000

 定期預金の払戻による収入  24,000

 有形固定資産の取得による支出 △18,694

 有形固定資産の売却による収入  989

 無形固定資産の取得による支出  △29,174

 長期前払費用の取得による支出 △1,683

 その他 △13,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,786

Ⅲ 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 △65,000

 社債の償還による支出 △50,000

 株式の発行による収入  48,947

 配当金の支払額 △64,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,649

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

△214,016

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  686,976

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  472,959
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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 

(1）技術システム開発事業 

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用 

(2）エンジニアリング事業 

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援  

(3）ドキュメンテーション事業 

取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、Ｗｅｂコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、技術

プレゼン資料、多言語翻訳 

３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は373,609千円であり、その内容

は、提出会社の管理部門等に係る費用であります。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
技術システ
ム開発事業 
（千円） 

エンジニア
リング事業 
（千円） 

ドキュメン
テーション 
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  2,170,113  570,437  1,580,733  4,321,285  －  4,321,285

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,117  30,385  8,177  64,680 ( )64,680  －

計  2,196,231  600,822  1,588,911  4,385,965 ( )64,680  4,321,285

営業費用  2,202,271  466,338  1,043,841  3,712,451  307,724  4,020,175

営業利益（又は損失） ( )6,039  134,484  545,070  673,514 ( )372,405  301,109

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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