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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,865 △1.3 255 △33.6 281 △29.7 113 △39.8

21年3月期第3四半期 6,957 ― 383 ― 400 ― 189 ―

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3四半期 24.03 ―

21年3月期第3四半期 38.42 ―

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3月期第3四半期 6,670 4,058 60.3 849.04
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3四半期  4,023百万円 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 9,050 △13.4 435 △46.0 450 △47.2 250 △44.2 52.75



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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,739,153株 21年3月期第3四半期 4,921,061株



当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日）における、当社グループの業績は、売上

高 百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益 百万円（同33.6％減）、経常利益 百万円（同29.7％

減）、四半期純利益 百万円（同39.8％減）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、通信業及びサービス・流通業向

け案件は前年同期比で増収となりましたが、金融業及び製造業向け案件が減収であったこと並びに不採算案件の影

響により、売上高43億30百万円（同6.3％減）、営業利益49百万円（同85.3％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）及び導入支援等のサービス品目が引き続き堅調に推移し、売上高12億57百万円（同11.0％

増）、営業利益2億38百万円（同474.6％増）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12億77百万円（同6.2％増）、営業損失32百万円（前年

同期は営業利益1百万円）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ては減益となったものの、概

ね当初計画どおりの堅調な業績となりました。 

① 資産、負債及び資本の状況 

まず、当第３四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14億14百万円の

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及び現預金の増加等を始めとし

た増減の結果であります。また、固定資産の残高は 百万円（同58百万円の減）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13億84百万円の減）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89百万円の減）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1百万円の増）となりました。これは主として、利益剰余金の減少

とその他有価証券評価差額金及び少数株主持分の増加等を始めとした増減の結果であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、 百万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。  

  

 最新の統計（経済産業省の特定サービス産業動態統計11月確報）によると、国内の情報サービス業収益の対前年同

月比が６ヵ月連続でマイナスを記録しており、リーマンショック以来の世界不況の影響は、情報通信関連投資の縮小

へと波及し、国内のＩＴ企業各社の業績に相当な悪影響を及ぼしているものと認識しております。 

 この様な状況の下、当社グループは平成22年１月15日付で通期業績予想の下方修正を発表し、売上高90億50百万

円、営業利益4億35百万円、経常利益4億50百万円、当期純利益2億50百万円と、当初計画比で約20％の減収並びに各

利益指標について約50％の減益を見込むこととなりました。 

 今後の見通しとしましては、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、当面は

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に加え、下記の施策

を着実に実行することにより、進行期の業績計画の達成並びに来期における再成長を確実なものとするべく取り組む

所存であります。 

 まず、主力のソフトウェア事業では、今後拡大が見込まれる長期大規模案件の成約に向けたフォロー強化、プロジ

ェクト運営方法論の再見直しによる不採算案件の撲滅並びに新たなビジネス分野の開拓による将来の成長ドライバの

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

68億65 2億55 2億81

1億13

２．連結財政状態に関する定性的情報

50億86

15億83

13億62

12億49

40億58

22億29 2億34 19億94

6億44

6億24

2億56

３．連結業績予想に関する定性的情報



創生等に取り組み、長期安定的な収益及び付加価値の向上に繋げる所存です。 

 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などのサービスアイテムをバランスよく拡大し、大学向けソフトウェアパッ

ケージシリーズ「ＧＡＫＵＥＮ」のブランド力向上を図ります。 

 最後に、システム販売事業につきましては、引き続き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。 

  

  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３四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。また、同会計基準及び同適用指針の定

めに従い、工事契約について、工事原価総額等が工事収益総額を超過すると見込まれる金額のうち、当該工事契

約に関して既に計上された損失額を控除した額を、工事損失引当金として計上することとしております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は126,090千円増加し、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21,081千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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,305,242 2,801,068

受取手形及び売掛金 1,099,577 2,439,573

商品及び製品 107,152 418,288

仕掛品 334,640 408,201

原材料及び貯蔵品 1,864 2,001

繰延税金資産 127,263 262,394

その他 112,112 172,273

貸倒引当金 △984 △2,494

流動資産合計 5,086,868 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 △228,303 △220,886

建物及び構築物（純額） 102,001 107,922

土地 142,361 142,361

その他 156,521 166,650

減価償却累計額 △125,312 △129,331

その他（純額） 31,209 37,319

有形固定資産合計 275,572 287,603

無形固定資産   

のれん 115,032 164,332

ソフトウエア 28,232 21,345

その他 6,818 6,818

無形固定資産合計 150,083 192,495

投資その他の資産   

投資有価証券 354,289 360,654

繰延税金資産 332,450 324,737

差入保証金 243,518 243,489

その他 281,408 286,560

貸倒引当金 △53,961 △53,961

投資その他の資産合計 1,157,706 1,161,479

固定資産合計 1,583,362 1,641,579

資産合計 6,670,231 8,142,887



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 301,146 1,240,386

短期借入金 10,056 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 8,176 341,294

工事損失引当金 4,800 －

賞与引当金 219,263 489,229

役員賞与引当金 17,623 23,785

その他 621,655 462,832

流動負債合計 1,362,723 2,747,235

固定負債   

長期借入金 135,000 270,000

退職給付引当金 786,540 759,007

役員退職慰労引当金 322,289 304,308

繰延税金負債 3,082 3,051

その他 2,323 2,323

固定負債合計 1,249,237 1,338,689

負債合計 2,611,960 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 2,513,293 2,517,912

自己株式 △266,460 △266,460

株主資本合計 4,043,845 4,048,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,640 △12,823

為替換算調整勘定 △10,469 △11,182

評価・換算差額等合計 △20,110 △24,006

少数株主持分 34,535 32,504

純資産合計 4,058,271 4,056,962

負債純資産合計 6,670,231 8,142,887



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,957,596 6,865,496

売上原価 5,340,472 5,434,688

売上総利益 1,617,124 1,430,807

販売費及び一般管理費 1,233,308 1,175,798

営業利益 383,816 255,009

営業外収益   

受取利息 9,099 7,854

受取配当金 2,629 2,277

受取賃貸料 10,489 12,569

助成金収入 － 4,335

その他 10,866 13,057

営業外収益合計 33,084 40,094

営業外費用   

支払利息 7,745 4,842

賃貸費用 7,210 6,396

その他 1,458 2,151

営業外費用合計 16,413 13,389

経常利益 400,487 281,714

特別利益   

投資有価証券売却益 － 75,499

貸倒引当金戻入額 1,689 1,767

特別利益合計 1,689 77,267

特別損失   

投資有価証券評価損 225 －

特別損失合計 225 －

税金等調整前四半期純利益 401,951 358,981

法人税等 204,514 240,973

少数株主利益 8,372 4,148

四半期純利益 189,063 113,859



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,048,746 1,824,042

売上原価 1,542,328 1,516,410

売上総利益 506,418 307,631

販売費及び一般管理費 384,338 391,840

営業利益又は営業損失（△） 122,079 △84,208

営業外収益   

受取利息 2,220 2,023

受取配当金 217 129

受取賃貸料 2,380 3,289

助成金収入 － 4,335

その他 3,003 3,921

営業外収益合計 7,822 13,698

営業外費用   

支払利息 2,317 1,409

賃貸費用 2,027 1,629

その他 672 654

営業外費用合計 5,017 3,692

経常利益又は経常損失（△） 124,884 △74,203

特別利益   

貸倒引当金戻入額 524 580

特別利益合計 524 580

特別損失   

投資有価証券評価損 225 －

特別損失合計 225 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

125,183 △73,623

法人税等 71,109 53,691

少数株主利益 794 638

四半期純利益又は四半期純損失（△） 53,279 △127,953



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 401,951 358,981

減価償却費 21,507 24,463

ソフトウエア償却費 4,216 6,649

のれん償却額 49,299 49,299

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,691 △269,966

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,831 27,533

受取利息及び受取配当金 △11,728 △10,131

支払利息 7,745 4,842

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） 1,099,776 1,338,732

前受金の増減額（△は減少） 33,934 92,841

たな卸資産の増減額（△は増加） △333,164 384,842

仕入債務の増減額（△は減少） △384,938 △939,288

その他 84,388 87,405

小計 806,128 1,080,704

利息及び配当金の受取額 11,899 9,753

利息の支払額 △8,317 △5,652

法人税等の支払額 △291,017 △440,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 518,692 644,414

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） △1,682 △738,263

有形固定資産の取得による支出 △8,867 △10,067

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 △81,920 －

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 55,768

その他 △20,656 △6,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,429 △624,062

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） △7,863 268

長期借入金の返済による支出 △135,000 △135,000

自己株式の取得による支出 △201,031 －

配当金の支払額 △125,880 △118,478

少数株主への配当金の支払額 △2,112 △3,135

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,887 △256,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,494 1,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,119 △234,720

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 1,890,631 1,994,756



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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  1,477,232  255,104  316,409  2,048,746  －  2,048,746

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,850  1,414  －  4,264  △4,264  －

計  1,480,082  256,518  316,409  2,053,010  △4,264  2,048,746

営業利益又は営業損失（△）  164,943  △21,687  △24,584  118,672  3,406  122,079

  
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  1,253,044  299,049  271,948  1,824,042  －  1,824,042

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  371  371  △371  －

計  1,253,044  299,049  272,320  1,824,414  △371  1,824,042

営業利益又は営業損失（△）  △65,806  23,749  △41,999  △84,056  △152  △84,208



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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  4,621,889  1,133,085  1,202,622  6,957,596  －  6,957,596

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,550  3,826  －  12,376  △12,376  －

計  4,630,439  1,136,911  1,202,622  6,969,972  △12,376  6,957,596

営業利益  332,915  41,467  1,022  375,405  8,410  383,816

  
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  4,330,672  1,257,743  1,277,080  6,865,496  －  6,865,496

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  7,995  7,995  △7,995  －

計  4,330,672  1,257,743  1,285,076  6,873,492  △7,995  6,865,496

営業利益又は営業損失（△）  49,094  238,254  △32,340  255,009  －  255,009

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３四半期連結累計期間  

（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３四半期連

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、連結決算上必要な修正を行うこととしてお

ります。これによる損益に与える影響はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間 

（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。また、同会計基準及び同適用指針の定めに従い、工事契約について、工事原価総

額等が工事収益総額を超過すると見込まれる金額のうち、当該工事契約に関して既に計上された損失額を控

除した額を、工事損失引当金として計上することとしております。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高がソフトウェア事業で87,186千円、パッケージ事業で

38,903千円、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5,857千円、パッケージ事

業で15,223千円、それぞれ増加しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

ソフトウェア事業（千円）  3,659,634 100.0 

パッケージ事業（千円）  726,436 94.7 

システム販売事業（千円）  1,048,618 115.0 

合計（千円）  5,434,688 101.8 

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）  4,896,041 103.8  1,094,529 88.3 

パッケージ事業（千円）  1,660,504 98.5  783,058 88.1 

システム販売事業（千円）  1,399,732 85.1  461,649 57.9 

合計（千円）  7,956,278 98.9  2,339,237 79.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％）

ソフトウェア事業（千円）  4,330,672 93.7 

パッケージ事業（千円）  1,257,743 111.0 

システム販売事業（千円）  1,277,080 106.2 

合計（千円）  6,865,496 98.7 

相手先 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ドコモ・システムズ㈱  527,912  7.6  461,975  6.7

㈱ダスキン  195,840  2.8  349,810  5.1

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア西日本㈱ 
 199,459  2.9  325,510  4.7
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