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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） 

平成21年4月1日付で株式会社ソアーシステムの子会社化を実施したことに伴い、当第１四半期連結会計期間より連結決算の開示を行っております。 

(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 1,265 ― △195 ― △152 ― △204 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △712.40 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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 1,772 1,634 92.2 5,690.54
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,634百万円 21年3月期  ―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 ― ― ― 80.00 80.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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 1,747 ― △219 ― △178 ― △265 ― △923.65

-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）  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(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、３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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なることがあります。 

新規 1社 （社名 株式会社ソアーシステム ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 304,023株 21年3月期  304,023株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  16,749株 21年3月期  16,749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 287,274株 21年3月期第3四半期 295,216株
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当第３四半期連結累計期間（平成２１年４月１日～平成２１年１２月３１日）におけるわが国の経済

は、輸出や生産の回復に兆しが見られるものの、雇用や設備の過剰感は拭えず、未だ解消されるには至

っておりません。半導体市場やIT関連市場におきましては、需要拡大によって半導体メーカーの設備投

資や開発投資に新たな動きが出始めてはいるものの、その絞込みや先送りの動きなどがあり、依然、不

透明な状況が続いております。 

このような環境下におきまして、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は12億65百万円

となりました。売上高低迷の主な要因は、主要顧客の開発投資抑制による受注の減少によるものです。

その対策として、一時帰休の実施や自己再開発支援の実施など、様々な経費削減策に取り組みました

が、営業損失は１億95百万円、経常損失は１億52百万円、四半期純損失は２億４百万円となりました。

第３四半期連結累計期間末（平成21年12月31日現在）の受注残高は４億４百万円となっております。 

なお、当社は平成21年４月１日付で株式会社ソアーシステムの子会社化を実施したことにより、平成

22年３月期第１四半期連結会計期間から連結決算の開示を行っているため、前年同四半期との比較は行

っておりません。 

  

事業の種類別セグメントの状況は、次の通りであります。 

  

〔ＬＳＩ開発事業〕 

 売上高は８億13百万円、営業損失は１億72百万円となりました。これは、主要顧客における開発投資

抑制の影響を受け、ＬＳＩテスターに係る業務が減少したことによるものであります。 

  

〔システム開発事業〕 

  売上高は４億53百万円、営業損失26百万円となりました。これは、株式会社ソアーシステム子会社

化の効果もあり、組込系ソフトウェア開発及びアプリケーションソフトウェア開発等の受注が増加した

一方で、主要顧客における開発投資抑制の影響を受け、センサー用システムの受注が減少したことによ

るものであります。 

  

(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における総資産は17億72百万円となりました。なお、流動資産は12億55

百万円、固定資産は５億17百万円であります。  

 流動資産の主な内容は、現金及び預金２億45百万円、受取手形及び売掛金５億59百万円、有価証券３

億円、仕掛品56百万円であります。  

 固定資産の主な内容は、有形固定資産１億70百万円、無形固定資産２億38百万円、投資その他の資産

１億８百万円であります。 

・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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（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は１億38百万円となりました。なお、流動負債は１億22百

万円、固定負債は15百万円であります。  

 流動負債の主な内容は、買掛金5百万円、短期借入金50百万円、受注損失引当金６百万円でありま

す。固定負債の内容は、長期未払金15百万円であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は16億34百万円となりました。 

（自己資本比率） 

当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は92.2％となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況の分析 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、５億46百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は、６億69百万円となりました。これは主に、増加要因として、減価償

却費92百万円の計上等があったものの、税金等調整前四半期純損失１億59百万円の計上、賞与引当金の

減少１億19百万円、未払金の減少３億３百万円等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は、１億16百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出26百万円があったものの、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入77百万円、定期預

金の払戻による収入20百万円等があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で得られた資金は、27百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払額22百万円があ

ったものの、短期の借入50百万円があったことによるものであります。 

  

業績予想については、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成22年２月５日開示）により公表致し

ましたのでご参考にしてください。 

  

株式会社ソアーシステムは、株式取得により新たに子会社となったため、第１四半期連結会計期間か

ら連結の範囲に含めております。 

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。 

当連結会計年度が第１期となるため、該当事項はありません。 

  

  

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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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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 245,291

受取手形及び売掛金 559,966

有価証券 300,710

仕掛品 56,300

原材料及び貯蔵品 495

その他 92,364

流動資産合計 1,255,128

固定資産  

有形固定資産 170,777

無形固定資産  

のれん 144,407

その他 94,133

無形固定資産合計 238,541

投資その他の資産 108,400

固定資産合計 517,719

資産合計 1,772,848

負債の部  

流動負債  

買掛金 5,511

短期借入金 50,000

未払法人税等 1,145

受注損失引当金 6,918

その他 59,227

流動負債合計 122,802

固定負債  

長期未払金 15,300

固定負債合計 15,300

負債合計 138,102

純資産の部  

株主資本  

資本金 389,776

資本剰余金 339,662

利益剰余金 988,287

自己株式 △82,980

株主資本合計 1,634,745

純資産合計 1,634,745

負債純資産合計 1,772,848
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,265,815

売上原価 879,002

売上総利益 386,812

販売費及び一般管理費 582,536

営業利益 △195,723

営業外収益  

受取利息 1,116

受取保険料 14,850

助成金収入 20,358

その他 7,709

営業外収益合計 44,035

営業外費用  

支払利息 665

雑損失 130

営業外費用合計 796

経常利益 △152,484

特別利益  

固定資産売却益 8,571

特別利益合計 8,571

特別損失  

固定資産除却損 109

特別退職金 15,364

特別損失合計 15,474

税金等調整前四半期純利益 △159,387

法人税、住民税及び事業税 758

法人税等調整額 44,508

法人税等合計 45,267

四半期純利益 △204,654
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

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 375,362

売上原価 287,777

売上総利益 87,584

販売費及び一般管理費 196,623

営業利益 △109,038

営業外収益  

受取利息 581

助成金収入 17,444

その他 4,989

営業外収益合計 23,015

営業外費用  

支払利息 647

雑損失 31

営業外費用合計 678

経常利益 △86,702

特別損失  

固定資産除却損 10

特別退職金 15,364

特別損失合計 15,374

税金等調整前四半期純利益 △102,076

法人税、住民税及び事業税 1,000

法人税等調整額 41,884

法人税等合計 42,885

四半期純利益 △144,962
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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損失（△） △159,387

減価償却費 92,668

のれん償却額 25,483

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,214

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,442

受取利息 △666

固定資産売却損益（△は益） △8,571

固定資産除却損 109

売上債権の増減額（△は増加） △10,726

たな卸資産の増減額（△は増加） 918

仕入債務の増減額（△は減少） △2,247

未払金の増減額（△は減少） △303,170

その他 △102,829

小計 △583,191

利息及び配当金の受取額 4,364

法人税等の支払額 △91,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △669,997

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 20,123

有形固定資産の取得による支出 △26,521

有形固定資産の売却による収入 8,571

無形固定資産の取得による支出 △1,508

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

77,337

その他 38,410

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,413

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） 50,000

配当金の支払額 △22,657

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △526,242

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 546,002
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1)ＬＳＩ開発事業・・・・・・・ＬＳＩ開発工程における受託開発 

(2)システム開発事業・・・・・・ＬＳＩ開発工程の関連システム開発、プリンティング関連等のソフトウェア

開発 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の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。 

  

(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】

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)

ＬＳＩ開発 
事業（千円）

システム開発
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

813,026 452,789 1,265,815 ― 1,265,815

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,050 1,050 (1,050) ―

計 813,026 453,839 1,266,865 (1,050) 1,265,815

営業損失(△) △172,709 △26,443 △199,153 (△3,430) △195,723

【所在地別セグメント情報】

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】

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)

(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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(1) 生産状況 

当グループの事業は主として受託開発事業であるため、生産実績は販売実績とほぼ同一の内容となり

ます。従って、生産実績の記載を省略いたします。 

  

(2) 受注状況 

 
(注)１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は第１四半期連結会計期間より連結決算を行っているため、前年同四半期比は記載しておりません。 

  

(3) 販売状況 

 
(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は第１四半期連結会計期間より連結決算を行っているため、前期同四半期比は記載しておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

区分

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）

受注高 
（千円）

受注残高 
（千円）

ＬＳＩ開発事業 811,446 240,518

回路設計 125,551 40,930

レイアウト設計 121,526 18,400

テスト開発 564,368 181,188

システム開発 460,631 163,803

合計 1,272,078 404,322

区分

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）

構成比 
（％）

ＬＳＩ開発事業 813,026 64.2

回路設計 125,871 9.9

レイアウト設計 159,251 12.6

テスト開発 527,903 41.7

システム開発 452,789 35.8

合計 1,265,815 100.0
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