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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 1,195 ― △72 ― △75 ― △51 ―
21年2月期第3四半期 1,348 102.0 △101 ― △99 ― △65 ―

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3四半期 △3,935.78 ―
21年2月期第3四半期 △4,949.42 ―

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3四半期 1,488 1,160 78.0 88,252.27
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3四半期  1,160百万円 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）
0.00 0.00

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  有   

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 1,670 △20.1 △42 ― △44 ― △34 ― △2,585.94
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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、6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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 13,148株 21年2月期第3四半期 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９月８日に公表いたしました業績予想につきましては、平成22年１月12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．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。 
３．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、6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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①事業部門別の事業状況 

＜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 千円（前年同期比 ％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 千円（前年同期比 ％減）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 千円（前年同期比 ％減）となりました。EC事業、

および「SI Object Browser」事業は売上高が前年同期に比べ減少しておりますが、ERP事業は厳しい状況ながら

も前年同期を上回り、回復の兆しが見えてきております。また、新事業となる「SI Object Browser PM」は順調

な滑り出しを果たしています。 

＜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３四半期累計期間は、売上高 千円（前年同期比 ％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３四半期累計期間は、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

 以上により、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％減）、売上総利益

千円（前年同期比 ％増）となりました。パッケージソフトウェア事業のEC事業の売上高が低迷したこ

とによる開発要員の空工数が発生したこと、及び利益率の高いObject Browser事業の売上が減少したことによ

り、売上総利益が販売費及び一般管理費 千円（前年同期比 ％減）を下回る結果となりました。これに

より営業損失 千円（前年同期は101,244千円の営業損失）、経常損失 千円（前年同期は99,524千円の

経常損失）、四半期純損失 千円（前年同期は65,074千円の四半期純損失）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。 

  

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。 

ａ．前年同期比較表 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

329,392 12.6

764,018 21.0

1,093,411 13.2

37,270 49.0

65,304 2.4

1,195,986 11.3

379,164 2.4

451,951 4.2

72,786 75,323

51,747

事業部門 

前第３四半期累計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年11月30日）

当第３四半期累計期間

（自 平成21年３月１日

至 平成21年11月30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  1,259,901  93.4  1,093,411  91.4  86.8  1,883,661  93.9

  パッケージソフトウェアの販売・保守  292,532  21.7  329,392  27.5  112.6  436,730  21.8

  パッケージソフトウェアのカスタマイズ  967,369  71.7  764,018  63.9  79.0  1,446,931  72.2

システムインテグレーション事業  25,018  1.9  37,270  3.1  149.0  42,708  2.1

コンサルティング事業  63,795  4.7  65,304  5.5  102.4  79,032  3.9

合計  1,348,715  100.0  1,195,986  100.0  88.7  2,005,402  100.0

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第３四半期決算短信（非連結）
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ｂ．推移グラフ 

 
  

 ②主要パッケージソフトウェア別の事業状況 

＜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。 

 長引く景気後退の影響により、当第３四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

大を目指すために製品ラインナップを拡充する方針を立てて展開しております。その第一歩として「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、平成21年11月に恒川システム（上海）社と資本提携を含む業務提携につき基本合意をし、中国市

場での本格的な販売活動を強化してまいります。 

 「SI Object Browser SQL Server版」も平成20年12月にリリースしており、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３四半期累計期間におきまし

ては、個人消費の冷え込みにより企業のB to CサイトへのIT投資が抑制された影響を受け、売上高が減少致しまし

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)の市場浸透、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３四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。 

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。 

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第３四半期決算短信（非連結）
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ａ．前年同四半期比較表 

  

ｂ．推移グラフ  

 
  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ 千円増加し 千円となりました。これは主として、売掛金の減少

千円に対し、現金及び預金の増加 千円、たな卸資産の増加 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 千円減少し 千円となりました。これは主として、敷金保証金の

増加 千円に対し、権利金の減少 千円、ソフトウェアの償却による減少 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 千円増加し 千円となりました。 

（負債）  

 負債は、前事業年度末に比べ 千円増加し 千円となりました。これは主として、買掛金の減少

千円に対し、賞与引当金の増加 千円、受注損失引当金の増加 千円、未払金の増加 千円、

前受金の増加 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 円減少し 千円となりました。これは第３四半期純損失の計上

千円によるものであります。  

区分  

前第３四半期累計期間

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第３四半期累計期間

（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30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  231,644  17.2  165,692  13.9  71.5  292,572  14.6

「SI Web Shopping」関連  569,312  42.2  403,656  33.7  70.9  821,569  41.0

「GRANDIT」関連  503,769  37.4  540,415  45.2  107.3  811,128  40.5

「SI Object Browser PM」関連 － －  39,510  3.3 －  22,568  1.1

「SI 作って教材」関連  18,954  1.3  9,440  0.8  49.8  14,854  0.7

システムインテグレーション関連  25,033  1.9  37,270  3.1  148.9  42,708  2.1

合計  1,348,715  100.0  1,195,986  100.0  88.7  2,005,402  100.0

２．財政状態に関する定性的情報

62,373 1,235,606

254,301 218,666 95,450

26,373 252,413

5,653 14,999 16,974

35,999 1,488,020

87,747 327,679

16,194 30,244 26,364 15,071

14,016

51,747 1,160,340

51,747

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第３四半期決算短信（非連結）
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 平成22年２月期の業績予想につきましては、「GRANDIT」関連事業での売上高減少と利益率の低下、及び「SI Web 

Sｈopping」関連事業の利益率低下により、平成21年９月８日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。詳

細につきましては、平成22年1月12日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

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」

に従い四半期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３四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、当事業年度の第1四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、第１四

半期会計期間に着手した工事契約から、当第３四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。これにより、当第３四半期累計期間の売上高が 千円増加し、営業損失、経

常損失、税引前当期純損失がそれぞれ 千円減少しております。  

３．業績予想に関する定性的情報

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

8,432

1,190
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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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 772,791 554,124

売掛金 217,137 471,439

仕掛品 145,418 50,893

貯蔵品 951 26

その他 99,983 98,257

貸倒引当金 △676 △1,509

流動資産合計 1,235,606 1,173,233

固定資産   

有形固定資産 10,277 10,329

無形固定資産   

ソフトウエア 170,038 187,012

その他 45,170 60,170

無形固定資産合計 215,208 247,183

投資その他の資産 26,927 21,273

固定資産合計 252,413 278,787

資産合計 1,488,020 1,452,020

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,368 93,562

賞与引当金 72,266 42,021

受注損失引当金 37,026 10,661

その他 141,018 93,685

流動負債合計 327,679 239,931

負債合計 327,679 239,931

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 453,536 505,284

株主資本合計 1,160,340 1,212,088

純資産合計 1,160,340 1,212,088

負債純資産合計 1,488,020 1,452,020
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,195,986

売上原価 816,821

売上総利益 379,164

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 163,784

賞与引当金繰入額 30,968

その他 257,197

販売費及び一般管理費合計 451,951

営業損失（△） △72,786

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 3

有価証券利息 233

受取手数料 1,000

法人税等還付加算金 1,441

その他 224

営業外収益合計 2,910

営業外費用  

クレーム費用 5,446

営業外費用合計 5,446

経常損失（△） △75,323

特別利益  

貸倒引当金戻入額 833

特別利益合計 833

税引前四半期純損失（△） △74,490

法人税、住民税及び事業税 713

法人税等調整額 △23,456

法人税等合計 △22,742

四半期純損失（△） △51,747
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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（△） △74,490

減価償却費 82,038

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,244

貸倒引当金の増減額（△は減少） △833

受注損失引当金の増減額（△は減少） 26,364

受取利息及び受取配当金 △10

有価証券利息 △233

売上債権の増減額（△は増加） 254,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,450

仕入債務の増減額（△は減少） △16,194

未払又は未収消費税等の増減額 △4,799

前受金の増減額（△は減少） 14,016

その他 9,909

小計 224,864

利息及び配当金の受取額 243

法人税等の還付額 49,750

法人税等の支払額 △713

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,144

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 △809,766

有価証券の売却による収入 809,766

有形固定資産の取得による支出 △3,281

無形固定資産の取得による支出 △46,486

敷金及び保証金の差入による支出 △5,653

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,421

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 218,666

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 772,791

㈱システムインテグレータ（3826）平成22年２月期第３四半期決算短信（非連結）

－9－



 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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,348,715

Ⅱ 売上原価  978,269

売上総利益  370,445

Ⅲ 販売費及び一般管理費  471,689

営業損失（△）  △101,244

Ⅳ 営業外収益  1,719

経常損失（△）  △99,524

Ⅵ 特別利益  829

Ⅶ 特別損失  21

税引前四半期純損失（△）  △98,716

税金費用  △33,641

四半期純損失（△）  △65,074
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前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２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   

税引前第３四半期純損失（△）  △98,716

減価償却費   88,698

賞与引当金の増加額  35,327

貸倒引当金の減少額  △829

受注損失引当金の増加額  5,049

受取利息及び受取配当金   △8

有価証券利息   △813

売上債権の減少額  290,149

たな卸資産の増加額  △48,521

未収消費税等の増加額  △325

仕入債務の増加額   270

未払消費税等の減少額  △28,769

前受金の増加額  14,321

その他  △44,791

小計  211,041

利息及び配当金の受取額   821

法人税等の支払額   △54,033

営業活動によるキャッシュ・フロー  157,829

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   △1,350

無形固定資産の取得による支出   △111,919

投資活動によるキャッシュ・フロー  △113,269

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額   △28,341

財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,341

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  16,218

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四半期末残高  626,859
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