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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 9,007 △3.0 △270 ― △174 ― △301 ―
21年3月期第3四半期 9,289 ― △1,739 ― △2,010 ― △2,532 ―

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 △4.84 ―
21年3月期第3四半期 △70.73 ―

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 18,228 14,226 77.8 220.87
21年3月期 16,955 10,184 59.8 281.52

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,184百万円 21年3月期  10,131百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
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  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 14,000 △2.2 100 ― 50 ― 10 ― 0.16
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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  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（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 
１．平成21 年５月20 日に公表しました連結業績予想から変更はありません。 
２．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可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、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。 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

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 64,224,800株 21年3月期  35,990,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  431株 21年3月期  340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 62,273,708株 21年3月期第3四半期 35,804,614株
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当第３四半期連結累計期間は、景気の持ち直し傾向が見られたものの、海外景気の下振れ懸念、雇用情勢の一層の

悪化など先行きに慎重な見方が強く、依然として厳しい状況が続いております。

こうしたなか、当社グループでは営業力及び商品企画力の強化に取り組むことで売上高の確保を図るとともに、一

層の経費削減に努めてまいりました。

当社の主力であるビジネス＆パーソナル関連事業では前年実績を上回り堅調に推移いたしました。この結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は90億７百万円となりました。また営業損失は２億70百万円、経常損失は１億74百万

円、四半期純損失は３億１百万円となりました。

（第３四半期における損益の特徴）

当社グループの業績は季節的変動があり、売上高は第４四半期に偏っているのに対し、費用面では金額の大部分を

占める人件費・減価償却費・業務委託費等といった費用は、売上高の多寡にかかわらず毎月発生する費用であるた

め、第３四半期連結累計期間の売上高に対する費用負担が大きくなっております。そのため、第３四半期連結累計期

間の業績は赤字になる傾向があります。

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億72百万円増加しました。これは平成21年４

月３日に株式会社キーエンスと資本・業務提携契約を締結し、第三者割当による新株式発行を行った結果により現金

及び預金が14億87百万円増加、また売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が11億２百万円減少したことなどによ

るものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて27億69百万円減少しました。これは短期借入金が12億

46百万円、長期借入金が13億35百万円、買掛金が１億95百万円減少したことなどによるものです。純資産につきまし

ては、前連結会計年度末に比べて40億41百万円増加しました。これは新株式発行により45億17百万円の増加、四半期

純損失を３億１百万円計上したことなどによるものです。

②連結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」という。）は、前連結会計年度末に比べ

６億37百万円増加し、33億27百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間における各活動によるキャッシ

ュ・フローの状況は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により獲得した資金は、９億85百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を２億71百万円

計上しましたが、売上債権の回収が11億円あったことなど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)

投資活動に使用した資金は、定期預金の預入、長期前払費用の取得などにより22億９百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により獲得した資金は、第三者割当増資による払込、借入金の返済などにより18億66百万円となりまし

た。

平成22年３月期通期連結業績予想につきましては、平成21年５月20日付けで公表いたしました「平成21年３月期決

算短信」から変更はございません。

該当事項はありません。

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変更がないものと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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

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
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を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法

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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表

示しておりました「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」はそれぞれ重要性が増加

したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することといたしました。なお、前第３四半期連結累計期

間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「定期預金の預入による支出」は20,000

千円、「定期預金の払戻による収入」は50,000千円であります。

２．前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表

示しておりました「長期前払費用の取得による支出」は重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間で

は区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含まれる「長期前払費用の取得による支出」は17,021千円であります。

（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) 

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 4,208,284 2,720,597

受取手形及び売掛金 2,390,252 3,492,601

商品及び製品 127,565 191,344

仕掛品 582 －

原材料及び貯蔵品 217,834 186,092

その他 680,214 365,595

貸倒引当金 △8,467 △6,931

流動資産合計 7,616,265 6,949,300

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,164,884 4,336,724

土地 3,569,077 3,569,077

その他（純額） 277,325 246,365

有形固定資産合計 8,011,287 8,152,166

無形固定資産   

ソフトウエア 258,883 307,473

ソフトウエア仮勘定 246,060 138,304

その他 2,647 3,459

無形固定資産合計 507,590 449,237

投資その他の資産   

投資有価証券 230,880 277,832

その他 1,865,022 1,141,398

貸倒引当金 △2,550 △14,031

投資その他の資産合計 2,093,352 1,405,199

固定資産合計 10,612,230 10,006,604

資産合計 18,228,496 16,955,904

負債の部   

流動負債   

買掛金 200,149 395,483

短期借入金 264,000 1,510,000

未払金 639,816 805,919

未払法人税等 47,206 64,919

賞与引当金 237,964 397,721

事業構造改善引当金 92,100 －

その他 960,813 764,094

流動負債合計 2,442,049 3,938,138
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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) 

固定負債   

長期借入金 602,000 1,937,000

繰延税金負債 155,231 155,624

退職給付引当金 684,906 667,639

その他 118,231 73,139

固定負債合計 1,560,368 2,833,403

負債合計 4,002,418 6,771,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 7,887,771

資本剰余金 12,614,143 10,355,399

利益剰余金 △8,612,390 △8,311,278

自己株式 △539 △525

株主資本合計 14,147,728 9,931,367

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △817 2,495

為替換算調整勘定 37,991 197,958

評価・換算差額等合計 37,174 200,453

新株予約権 － 7,283

少数株主持分 41,174 45,258

純資産合計 14,226,078 10,184,361

負債純資産合計 18,228,496 16,955,904
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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）

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 9,289,036 9,007,400

売上原価 3,718,096 3,573,894

売上総利益 5,570,940 5,433,505

販売費及び一般管理費 7,310,427 5,704,256

営業損失（△） △1,739,487 △270,750

営業外収益   

受取利息 12,357 6,506

受取配当金 1,224 517

為替差益 － 125,091

その他 27,873 62,350

営業外収益合計 41,455 194,466

営業外費用   

支払利息 80,471 40,068

為替差損 198,703 －

株式交付費 － 20,954

その他 33,361 37,344

営業外費用合計 312,536 98,367

経常損失（△） △2,010,569 △174,652

特別利益   

固定資産売却益 － 19,047

投資有価証券売却益 31,356 3,370

貸倒引当金戻入額 921 422

その他 1,452 1,480

特別利益合計 33,729 24,321

特別損失   

固定資産売却損 7,947 6,566

固定資産減損損失 349,131 －

投資有価証券評価損 － 11,373

事業構造改善費用 121,923 10,306

事業構造改善引当金繰入額 993 92,100

その他 17,542 1,131

特別損失合計 497,538 121,476

税金等調整前四半期純損失（△） △2,474,377 △271,808

法人税、住民税及び事業税 42,239 31,687

法人税等調整額 15,665 1,300

法人税等合計 57,904 32,988

少数株主利益又は少数株主損失（△） 154 △3,684

四半期純損失（△） △2,532,436 △301,112
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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）

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損失（△） △2,474,377 △271,808

減価償却費 923,250 688,391

固定資産減損損失 349,131 －

受取利息及び受取配当金 △13,581 △7,024

支払利息 80,471 40,068

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △59,006 92,100

売上債権の増減額（△は増加） 1,933,853 1,100,682

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,602 31,454

仕入債務の増減額（△は減少） △205,493 △195,771

未払金の増減額（△は減少） △455,325 △264,676

その他 △34,429 △164,208

小計 49,094 1,049,209

利息及び配当金の受取額 13,276 6,654

利息の支払額 △74,675 △33,518

法人税等の支払額 △57,035 △36,761

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,340 985,583

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 － △1,219,330

定期預金の払戻による収入 － 370,000

有形固定資産の取得による支出 △71,712 △24,095

無形固定資産の取得による支出 △618,797 △508,075

無形固定資産の売却による収入 － 19,047

長期前払費用の取得による支出 － △911,700

投資有価証券の売却による収入 324,675 15,744

その他 △13,313 49,059

投資活動によるキャッシュ・フロー △379,148 △2,209,349

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） △1,770,000 △860,000

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △440,000 △1,721,000

株式の発行による収入 398,476 4,496,533

新株予約権買取による支出 － △6,386

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △42,291

その他 △9 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △811,533 1,866,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,740 △5,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,323,761 637,086

現金及び現金同等物の期首残高 4,632,165 2,690,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,308,403 3,327,857
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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）

当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、事業の種類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）

全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合が90％超であるため、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）

連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

当社は、平成21年４月20日付で、株式会社キーエンスから第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当

第３四半期連結累計期間において資本金が2,258,744千円、資本準備金が2,258,744千円増加し、当第３四半期連

結会計期間末において資本金が10,146,515千円、資本準備金が5,355,754千円となっております。

（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〕

〔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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