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1.  22年2月期の業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 1,704 △15.0 △26 ― △28 ― △19 ―
21年2月期 2,005 △1.4 11 △95.4 13 △94.6 0 △99.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 △1,509.76 ― △1.7 △2.0 △1.5
21年2月期 23.35 22.47 0.0 0.9 0.6

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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 1,420 1,192 83.9 90,678.29
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  1,192百万円 21年2月期  1,212百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年2月期 286 △64 △0 776
21年2月期 121 △149 △28 554

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
23年2月期 

（予想） ― ― ― 735.85 735.85 21.5

3.  23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

900 △11.0 △17 ― △17 ― △15 ― △1,140.86

通期 1,800 5.6 50 ― 50 ― 45 ― 3,422.57
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、25ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2月期 13,148株 21年2月期 13,148株
② 期末自己株式数 22年2月期  ―株 21年2月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績の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について
は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析   

 （当期の経営成績）  

① 概況 

 当事業年度の業績は、売上高 千円（前期比15.0％減）、売上総利益559,988千円（前期比2.1％減）、

営業損失 千円（前期は営業利益 千円）、経常損失 千円（前期は経常利益13,111千円）、当期純

損失 千円（前期は当期純利益307千円）となりました。重点課題として取り組んできたプロジェクト管理体

制強化によって売上高総利益率は改善されたものの（当期32.9％、前期28.5％）、事業を積極拡大する目的で費や

した販売費及び一般管理費の効果が売上高に対して十分に発揮できず、創業以来第15期目にして初の当期純損失の

計上となりました。また、この具体的な分析結果として、以下の3点が挙げられます。これらを今後企業が再成長

軌道に乗るための重要な機会ととらえ、各原因に対する次期対策として、次のとおり計画、実行いたします。  

 ・14年間黒字計上を続けていたことによる体質的な緩み 

対策：年齢給制度を撤廃し、実力に応じた報酬体系に刷新します。また、昨今の景気低迷以降進めてきたコス

ト削減の取り組みは継続、強化し、売上高減少局面でも利益を創出できる企業構造を確立します。これを具体

的に推進する機関として経営企画室を設置し、数値による経営管理を徹底します。 

 ・人材配置計画と景気変動のミスマッチ  

対策：エンジニアのプロジェクトアサイン計画、外注政策、採用計画等のヒューマンリソースマネジメントを

市場動向に応じて柔軟に変更できる体制を構築します。ソフトウェア業において、優秀な人材確保は企業成長

の 重要かつ必要条件ではありますが、景気低迷局面では固定費負担が大きくなります。したがって、従来の

一貫した積極路線を見直し、数値管理に基づいた柔軟な体制に転換します。 

 ・事業部制と内部人材構造とのミスマッチ 

対策：当期導入した事業部制を廃止し、営業・開発・管理の各業務担当役員を配置した本部体制に切り替えま

す。事業部制については、製販一体による採算管理の合理化とビジネススピード向上という一定の効果を確認

できましたが、同時に、監督及び指揮命令系統の複雑化を招きました。そこで次期は、事業部制のメリットで

ある事業別採算管理と製販連携体制は維持しながら、監督及び指揮命令系統を現在の内部人材構造に適した本

部制に再転換します。 

② 事業部門別の業績 

 当社の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群「SI Object Browser」シリーズ、ECサ

イト構築パッケージ「SI Web Shopping」、Web-ERPパッケージ「GRANDIT」、そしてプロジェクト管理パッケージ

「SI Object Browser PM」という4種の市場から構成されます。また、各市場について、パッケージ販売・保守、

そのカスタマイズ（顧客独自の仕様変更）の2業態が存在します。それに加え、パッケージソフトウェア事業とは

直接係わりのないシステム受託開発事業（システムインテグレーション事業）、及びパッケージソフトウェアで培

ったノウハウを活かしたコンサルティング事業を営んでいます。  

＜パッケージソフトウェア事業＞ 

 当事業年度のパッケージソフトウェアの販売・保守業務は、売上高 千円（前期比3.0％増）、売上総利益

千円（前期比6.7％減）、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（前期比

23.8％減）、売上総利益 千円（前期比12.5％減）となりました。 

なお、「SI Web Shopping」と「GRANDIT」は、パッケージ販売にカスタマイズを伴うことが多く、売上高への

寄与度が高くなる傾向があります。一方、「SI Object Browser」と「SI Object Browser PM」は、その市場・製

品特性からカスタマイズを行うことはなく、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。 

＜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。当事業年度は、売上高 千円（前期比49.2％増）、売上総利益 千円（前期比

58.0％増）となりました。 

＜コンサルティング事業＞ 

 コンサルティング事業は、「SI Web Shopping」、「GRANDIT」及び「SI Object Browser PM」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。当事業年度は、売上高 千円（前期比11.6％増）、売上総利益

千円（前期比180.9％増）となりました。 

  

  

１．経営成績

1,704,191

26,366 11,173 28,722

19,850

449,894

248,031 1,102,399

237,613

63,728 27,818

88,168

46,525
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事業部門別の売上高及び売上総利益を以下に示します。 

  

事業部門別の売上高 

ａ.前期比較 

  

ｂ.前期、当期の推移 

  

事業部門 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  

前年同期比
（％） 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  1,883,661  93.9  1,552,294  91.1  82.4

  パッケージソフトウェアの販売・保守  436,730  21.8  449,894  26.4  103.0

  パッケージソフトウェアのカスタマイズ  1,446,931  72.1  1,102,399  64.7  76.2

システムインテグレーション事業  42,708  2.1  63,728  3.7  149.2

コンサルティング事業  79,032  4.0  88,168  5.2  111.6

合計  2,005,402  100.0  1,704,191  100.0  85.0
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事業部門別の売上総利益 

ａ.前期比較  

  

ｂ.前期、当期の推移 

  

事業部門 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  

前年同期比
（％） 売上総利益 

（千円） 
構成比（％）

売上総利益 
（千円） 

構成比（％） 

パッケージソフトウェア事業  537,561  94.0  485,645  86.7  90.3

  パッケージソフトウェアの販売・保守  265,889  46.5  248,031  44.3  93.3

  パッケージソフトウェアのカスタマイズ  271,671  47.5  237,613  42.4  87.5

システムインテグレーション事業  17,605  3.1  27,818  5.0  158.0

コンサルティング事業  16,561  2.9  46,525  8.3  280.9

合計 571,727  100.0  559,988  100.0  97.9
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③ 主要事業ごとの概況 

＜ソフトウェア開発支援ツール「SI Object Browser」関連＞ 

 「SI Object Browser」は、ソフトウェア開発支援ツール群です。日本のソフトウェア開発の近代化・合理化が

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、ITエンジニアの間で浸透し続けておりま

す。 

 このツール群は、データベース開発支援ツール「SI Object Browser」とデータベース設計支援ツール「SI 

Object Browser ER」の２製品から構成されます。 当社のパッケージビジネスポリシー「Catch and Grow（市場

ニーズをタイムリーにつかみ、それに合わせて製品を成長させる）」のもと、当期も積極的にラインナップの拡充

を行ってまいりました。具体的には、開発者の設計書参照プロセスを効率化する「SI Object Browser ER Viewer 

（平成21年5月発売）」、「SI Object Browser Ver.11（平成22年1月発売）」における 新技術基盤（オラクル社 

Oracle11gR2、マイクロソフト社Windows7等）への対応、そして「SI Object Browser ER （平成22年1月発売）」

におけるアイ・ビー・エム社 DB2への対応を行い、顧客のニーズに即してさらなる市場拡大を図っております。 

 さらに、既存顧客への技術サポート体制を強化するため、有償保守サービスを開始いたしました。これにより、

継続的な市場浸透と事業収入の安定を図って参ります。  

＜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14年間で1,000サイト超の導入実績を誇っています。当事業年度において一時的に売

上高は伸び悩みましたが、上述の「Catch and Grow」ポリシーのもと、新たにコンシューマ市場の 新トレンドを

盛り込んだ新バージョン(BtoC Ver.10)、及び成長著しい中国市場・安定した購買力をもつ英語圏市場に向けた新

製品（B to C 中国版/多言語版）を投入し、今後の業績向上を目指してまいりました。これは、世界同時不況にも

かかわらず、国内外でECビジネス拡大を目指す大手企業の旺盛な新規需要を取り込むための施策です。実際に、日

本国内設置の海外市場向けECサイト、中国設置の中国市場向けECサイトなど、数々の次期施策につながる実績を残

しております。 

 また、対象市場の国内外を問わず、対象市場となるECサイトのさらなる大規模化が進んでいます。一般的に、EC

サイトは大規模になるほど、高度なシステム技術が要求されます。そこで、前述の新製品「BtoC Ver.10」では、

パフォーマンス改善、プラットフォーム強化も併せて行いました。このように、機能面のみならず性能面での市場

ニーズ対応を積極的に行い、次期以降の商品力向上につなげてまいります。 

＜ERPパッケージ「GRANDIT」関連＞ 

 当社の「GRANDIT」関連ビジネスは、当社の生い立ちに裏付けられる豊富な業務ノウハウが評価され、堅調に売

上高を伸ばしてまいりました。当事業年度においては、ERP市場がマクロ環境の影響を受けやすいため、昨年来の

景気後退を背景に顧客の投資抑制傾向が見受けられました。しかしながら足元においては、大手企業を中心に大型

案件の引き合いが出てきており、今後の業績回復に繫がるものと思われます。 

 また、プロジェクト管理システム「SI Object Browser PM（後述）」と「GRANDIT」を組み合わせて提案すると

いう当社独自の販売戦略を採っており、既に上場企業等での採用、稼働実績があります。当社の販売パートナーと

なりうる企業はソフトウェア開発事業者であり、プロジェクト管理の合理化ニーズを強く持っております。この点

を好機ととらえ、当社独自の強みとして市場への訴求を行っております。これらERPに必要な業務ノウハウ、プロ

ジェクト管理手法等、当社独自の強みを切り口として、受注安定化・ビジネス拡大に努めております。 

＜プロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」関連＞ 

 「SI Object Browser PM」は、上述のソフトウェア開発支援ツール群「SI Object Browser」シリーズのうち、

プロジェクト管理システムとして平成20年11月にリリースいたしました。世界同時不況後のソフトウェア業界にお

けるさらなる近代化、合理化ニーズをうけ、リリース直後である当事業年度は好調なスタートをきりました。今

後、このニーズはさらに顕在化、拡大することが予想されます。さらに、既存顧客からの製品改善要望を現場のニ

ーズとして積極的に取り入れ、平成21年12月の時点で、Ver.3までの機能追加と改善を実施いたしました。 

 また、さらなる当該市場拡大の具体策として、SaaS型クラウドビジネス（顧客はインターネット経由でアプリケ

ーションを利用し、利用料形態で売上が発生するビジネスモデル）を平成22年4月から開始いたします。当事業年

度は技術検証等の人的投資を行い、その立ち上げ準備をしてまいりました。これは、製品販売開始から約1年にわ

たる市場調査の中で、顧客のニーズがクラウドに向かっていることを強く認識したためです。今後は、この確実に

存在するニーズに対し、販売形態の幅を拡げることで、さらに事業が拡大できるものと確信しております。 
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主要パッケージソフトウェア別の売上高を以下に示します。 

  

主要パッケージソフトウェア別の売上高 

ａ.前期比較  

  

ｂ.前期、当期の推移  

 
  

（次期の見通し） 

 引き続き「Catch and Grow」ポリシーのもと、市場ニーズに応じた新製品の投入と既存製品の改善を積極的に行

ってまいります。特に次期においては、クラウド事業への進出など、当社パッケージソフトウェアビジネスの業態

転換も図ります。こうした、当社独自のパッケージソフトウェア事業拡大こそが、当社の強みをさらに強固なもの

とし、さらには事業全体に関する市場拡大、プロジェクト利益率の向上につながるものと確信しております。 

 以上により、平成23年２月期の業績見通しは、売上高 千円（前期比5.6％増）、営業利益 千円

（前期は営業損失 千円）、経常利益50,000千円（前期は経常損失 千円）、当期純利益 千円（前

期は当期純損失 千円）としております。なお、各主要製品・市場ごとの具体的な次期見通し（施策）を次に

示します。 

区分 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  

前年同期比
（％） 売上高 

（千円） 
構成比（％）

売上高 
（千円） 

構成比（％） 

「SI Object Browser」関連  292,572  14.6  242,988  14.3  83.1

「SI Web Shopping」関連  821,569  41.0  606,378  35.6  73.8

「GRANDIT」関連  811,128  40.5  713,319  41.9  87.9

「SI Object Browser PM」関連  14,854  0.7  66,646  3.9  448.7

「SI 作って教材」関連  22,568  1.1  11,129  0.6  49.3

システムインテグレーション関連  42,708  2.1  63,728  3.7  149.2

合計  2,005,402  100.0  1,704,191  100.0  85.0

1,800,000 50,000

26,366 28,722 45,000

19,850
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＜ソフトウェア開発支援ツール群「SI Object Browser」関連＞ 

 当期に実現した「SI Object Browser ER」のマイクロソフト社 SQL Server対応、ならびにアイ・ビー・エム社 

DB2対応によって、日本国内のデータベース市場のほぼすべてをカバーすることになりました。こうした潜在市場

の拡大を次期の販売政策の柱といたします。また、次期におけるデータベース市場についても、中国市場は日本国

内を上回る成長を遂げると予見しております。そこで、中国市場における販売網の再整備を行い、中国語版の市場

浸透を推進いたします。さらに、顧客への技術サポート強化を目的とした有償保守サポートについても、次期は安

定収入として寄与すると予想されます。 

＜ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」関連＞ 

当事業年度中の投資事案として、「SI Web Shopping BtoC Ver10」のカスタマイズ効率、及びパフォーマンス

を大幅に向上させました。この生産性向上が次期カスタマイズ案件の利益率向上につながると見込んでおります。

また、ECサイトの機能トレンドは著しい速さで変化するため、次期は当パッケージへの機能的な追加投資を行って

まいります。 

 さらに、提案力強化にむけたセールスエンジニア導入、失敗プロジェクト撲滅にむけた品質管理専任チームの設

置など、製品のみならず人的投資も展開いたします。また、EC事業者の運用外部委託需要が高まりつつあるため、

これに対応するべく、サイト運用業務を代行受託するクラウド事業への進出も行います。これらの取り組みは、単

に粗利率だけではなく、顧客満足度向上を通じた中長期的な差別化・高利益体質を目指したものであります。  

 また、海外市場向けネット通販サイト需要の取り込みをさらに積極的に展開いたします。当期のマーケティング

結果によれば、日系メーカーの海外進出、特に中国市場への進出意欲が急成長しており、このニーズに確実に応え

ることを目指してまいります。この点において、当事業年度中に実現した海外市場向けサイトの立ち上げ実績、他

社に先駆けて多言語版を市場投入したアドバンテージが活かせるものと思われます。 

＜ERPパッケージ「GRANDIT」関連＞ 

大型案件になりやすいERP事業では、高度なプロジェクト管理ノウハウが要求されます。そこで、当期までに実

践してきた「SI Object Browser PM」との組合せ提案は引き続き当社独自の強みとなりえると考え、次期も継続し

て実践してまいります。 

  また、これまで「GRANDIT」の業務モジュールとして不足していた「生産管理」領域を強化することで、一層

の製品訴求力の向上、及び市場拡大を図ります。さらに、「個別生産管理」市場は、ERP市場の中でも競合が少な

い分野であり、これは魅力的な外部要因のひとつです。そこで、この「生産管理」強化施策を実行するための重要

な礎として、「個別生産管理アドオンモジュール」を平成22年4月1日に発売し、確実に拡販の準備を進めておりま

す。 

＜プロジェクト管理ツール「SI Object Browser PM」関連＞ 

「SI Object Browser PM」は、今後の主力製品としてさらに拡販に努めてまいります。上述のとおり、次期は

本製品のSaaS型クラウド事業をスタートさせ、顧客ニーズに応じた提供形態の拡大を行います。本市場は、明確な

競合製品も存在していないため、早期拡大によって業界標準まで成長できる可能性があるものとみております。 

 また併せて、プロジェクト管理に関する助言や製品導入サポートなど、コンサルティングサービスを新たに商品

化、積極展開します。この背景として、製品発売と同時に開始した自社内導入が功を奏し始めており、コンサルテ

ィングを行うに足る実績が蓄積されていることが挙げられます。これを有効な経営資源として活用する狙いであり

ます。さらに、ソフトウェア業界内での導入もすすんでいることから、当社と顧客企業、または顧客企業同士の交

流の場なども設け、同業界のさらなる発展に貢献したいと考えております。 

このように、これまで行ってきたパッケージソフトウェア投資の回収と再投資を行う予定であります。上述の

製品以外にも、市場ニーズの発生と動向を注意深くウォッチし、新たな事業の柱を作るべく新規パッケージ投資も

行ってまいります。なお一方で、次期のマクロ環境は回復するものの未だ緩やかであると予見しており、投資判

断、特にその金額的インパクトには細心の注意が必要との認識でおります。そこで、景気動向の影響を受けにくい

ストック型ビジネス（製品保守、クラウド等）を積極拡大し、経営基盤をより盤石なものにしてまいります。これ

により、「Catch and Grow」パッケージ戦略を中長期的に維持してまいります。 
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（2）財政状態に関する分析  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 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 千円など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等による減少 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 千円減少し 千円となりました。 

 負債は、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、前受金の増加

千円に対し、買掛金の減少 千円などによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ 千円減少し 千円となりました。これは当期純損失の計上

千円によるものであります。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、 千円となりました。主な

要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは 千円の増加となりました。これは主に売上債

権の減少による資金増加 千円、法人税等の還付額 千円などが、仕入債務の減少による資金減少

千円などの資金減少要因を上回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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 千円の減少となりました。これは無形固定資産の取得による支出

千円、敷金及び保証金の差入による支出 千円などによるものであります。無形固定資産の取得による

主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加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）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは 千円の減少となりました。これは配当金の支払いによるものでありま

す。  

  （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注） 自己資本比率           ：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュフロー／利払い  

    １.株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

    ２.平成18年２月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式は未上場であったため記載しておりません。 

    ３.キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、上記いずれ

の期においても有利子負債が存在しないため記載しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題として認識しております。事業拡大に向けた内部留保も考慮した上

で、業績（利益）連動型の配当を実施する方針としており、中長期的には配当性向30％を目標として考えておりま

すが、当期におきましては純損失の計上となり、配当を実施できる利益を確保することができず無配とさせていた

だきます。 

 なお、平成23年２月期の年間配当は735円85銭（配当性向21.5％）を予定しておりますが、業績の変動により配

当金額は変動する可能性があります。 

   

17,229 1,190,463

186,993 221,997

48,880 229,906

5,653 20,000 32,274

31,650 1,420,369

11,800 228,131

15,795 38,897

19,850 1,192,238 19,850

776,122

286,580

186,993 49,750

38,897

64,502

55,567 5,653

80

  平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 

自己資本比率（％）    61.9  74.1  79.0  83.5  83.9

時価ベースの自己資本 

比率（％）   
 ―  242.5  139.9  55.7  66.5

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年）  
 ―  ―  ―  ―  ―

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 ―  ―  ―  ―  ―
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(4）事業等のリスク 

① 競合について 

 当社が開発するパッケージソフトウェアは、市場として高い成長が見込まれる分野を前提にしております。その

ため、どの分野においても競争は激しく各々競合が発生します。当社も様々なマーケティングや企業との協業を推

進して他社との差別化を図るよう努力をしておりますが、限られた人員を各分野に分散しなければなりません。そ

のため、マーケティング力で勝る企業やより高い技術、画期的なコンセプトを持った製品が出現した場合、当社の

業績は影響を受ける可能性があります。 

  

② 新技術への対応 

 IT業界は技術革新が早く、新技術、新サービスが常に生み出されております。当社は、競争力のある製品を提供

しつづけるために 新技術を適時採用しております。この実践のため、当社は高度な技術を有したエンジニアを継

続的に採用するとともに、技術教育に重きを置いて新卒及び中途採用者を短期間で育て上げるようにしておりま

す。また、既存社員に対する教育の充実を図り、エンジニア全員がタイムリーに新技術のスキルを身につけられる

ようにしています。 

 しかしながら、当該エンジニアを今後十分に確保できない場合、また、新技術をタイムリーに製品開発に取り入

れることに失敗した場合などには、当社の提供する製品は陳腐化し、競合他社に対する競争力の低下や機会損失が

発生しかねません。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

③ トラブルについて 

 ECサイト上での企業と消費者間、又は企業間の取引においては、違法な取引やセキュリティ問題などのトラブル

が発生する可能性があります。このようなトラブルが、当社のECサイト構築パッケージソフトである「SI Web 

Shopping」によって構築されたサイト上で行われる、又は発生する可能性もあります。かかる事態が生じた場合、

問題行為を行った当事者だけではなく、当該サイトを構築・運用するためのソフトウェアを提供したとして、当社

が損害賠償請求も含めて責任を追及され、又は問題の解決を迫られることもありえます。このような事態が生じた

場合、その解決にかかる費用が発生し、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

④ 製品の重大な不具合(バグ)による信用の低下について 

 プログラムの不具合であるバグを無くすことは重要な課題ですが、ハードウェアや基本ソフトなどの環境との相

性もあり、皆無にするのは難しいと一般的に言われています。当社は、このようなバグを発生させないよう、開発

の 終段階で念入りなテストを行い、品質を確保するようにしています。製品の信頼性を高めることが、長期的な

ユーザーの獲得につながるものと考えております。 

 しかし、念入りなテストを行ったとしても、予期しえない重大なバグを内在したまま販売する可能性がなくなる

わけではありません。製品を販売した後に重大なバグが発生した場合、製品の信用が低下し、当社の業績は影響を

受ける可能性があります。 

  

⑤ 新製品・新業態開発について 

 当社のパッケージソフトウェア戦略は、単一の製品に依存するのではなく、次々と新製品・新業態を企画・開発

する方針であります。しかしながら、新しい分野に投入した製品が十分な収益を上げるまでにはある程度の期間が

かかります。場合によっては、市場の見誤りや競合製品との競争の激化、社内体制の不備等などにより、販売が低

迷する可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社はそれまでに開発に要した投資を回収できず、当社の業

績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑥ 知的所有権について 

 パッケージソフトウェア事業では、開発した製品が他社の特許又は知的財産権を侵害する可能性が無いとは言え

ません。特許を含む知的財産権侵害により第三者から製品の販売中止などの提訴をされ敗訴した場合、製品の販売

中止や回収を命じられることもありえます。また、販売開始後、当社製品が他社の知的財産権に抵触することが発

覚した場合、当社はロイヤリティの支払いが必要な使用権許諾を得なければなりません。かかる事態が生じた場

合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

－10－

㈱システムインテグレータ(3826) 平成22年２月期 決算短信（非連結）



⑦ 開発体制について 

 パッケージソフトウェアは、常に新技術を取り入れながら企画・開発されております。このため、社内のエンジ

ニアは、高度な技術力が要求され、次々と新しい技術を習得し続ける必要があります。当社は、新規採用によるエ

ンジニアの拡充、及び資格取得制度やチューター制度、社内勉強会などによる社員教育に力を入れております。し

かし、技術の移り変わりが激しくエンジニアの育成が間に合わない場合、又はエンジニアの社外流出が生じた場合

は、開発作業に重大な影響を及ぼし、将来的に競争力のある製品をタイミング良くリリースできなくなる可能性が

あります。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

⑧ 収益体質の維持について 

 当社は「技術力」こそ も重要な経営資源と考え、外部委託に依存しきらないよう技術者の内部確保と教育を推

進しております。これが中長期的には堅実な経営基盤になりえます。しかしながら短期的には、事業規模の拡大ス

ピードによっては、開発人員を増強する中で社員に対する教育や管理が行き届かなくなる可能性があります。ま

た、組織が大きくなるにつれ、現状に比べて社風の浸透や職場環境の維持に障害が発生する可能性もあります。そ

の結果、プロジェクトの採算悪化、赤字プロジェクトの増加などを招く恐れもあります。プロジェクト管理システ

ム「SI Object Browser PM」を自社導入し、これらのリスク管理を徹底して行ってはおりますが、かかる事態が発

生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 売上構成比率の変化について 

 当社はパッケージソフトウェアの販売・保守業務とパッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンサルティン

グ、システムインテグレーションという請負開発業務の両方を行っております。前者は高収益が見込まれる利点、

後者は安定して収益が見込まれる利点があります。当社は、今後もこの２つを適度なバランスで展開し、市場景気

の変動に柔軟に対応できる事業体制を維持していく予定であります。今後もこの２業務を継続して推し進める限

り、それぞれの業務において次のようなリスクがあります。 

 パッケージソフトウェアの販売・保守業務は、開発した製品が好調に推移すれば高収益が見込まれる反面、低調

に終われば開発費用、広告宣伝費を回収できない恐れがあり、損失が発生する可能性があります。パッケージソフ

トウェアのカスタマイズなどの請負開発業務は、プロジェクトが予想より遅れ、予定していた利益が確保できない

可能性があります。なお、次期からは新たにクラウド型ビジネスを投入し、売上向上だけでなく、さらにこれらの

事業リスク分散も効果のひとつと考えております。 

  

⑩ 売上及び利益の集中について 

 ERPパッケージ「GRANDIT」関連の受託案件は、基幹業務システムということもあり企業の会計年度の開始に合わ

せて本番稼動となる場合が多い状況です。これにより、当社の「GRANDIT」関連の売上及び利益は、決算月に集中

する傾向があります。そのため、開発及びサポートのピークが重なり、要員の確保や配置が困難になったり、管理

が不十分となる可能性があります。ピークをカバーできない状況となった場合、それが受注辞退やプロジェクトの

採算低下などにつながり、当社の業績は影響を受けることになります。 

  

⑪ ストックオプションについて 

 当社は、経営参画意識の向上と業績に対する意識や士気を高めることを目的として、平成13年改正旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）を役員へ付与しております。平成22年

２月28日現在、同ストックオプションによる潜在株式は700株であり、発行済株式総数13,148株の5.3％に相当して

おります。 

 当ストックオプションが権利行使された場合には、新株式が発行され株式価値の希薄化が生じる可能性がありま

す。 

  

⑫ 訴訟ないし法的権利行使の可能性について 

 インターネットを利用した事業は比較的新しい分野であり、これらに関する法的紛争、判例等もまだ限定的であ

ります。現在のところそのような事実はありませんが、当社の製品やソフトウェアプログラムあるいはインターネ

ット全般に関する技術等について、第三者より権利の侵害請求に関する訴訟を提訴される可能性があります。かか

る事態に陥った場合、当社は当然に、法的手段により防衛・解決に努力いたしますが、敗訴等となった場合には当

社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、ハッカーやコンピュータウィルスなどによるシステム障害が生じた場合、当社製品の利用者に一定の損害

を与えることから損害賠償等が提起される可能性もあります。このような事態に対応するため、法的防御の観点か

ら、当社製品の使用許諾書に免責事項を入れておりますが、上記と同様に敗訴等となった場合には当社の事業に重

大な影響を及ぼす可能性があります。 
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 該当事項はありません。  

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、オリジナルのパッケージソフトウェアを企画、開発、製品化し、そのマーケティング、販売、保守に至るま

で自社で一貫して取り組むこととしております。これにより、市場ニーズの変化にすばやく対応することができ、ノウ

ハウの高度な蓄積によって、高い利益率を目指すことができます。 

 また、これまでは、パッケージソフトウェアの販売、保守、及びそれらのカスタマイズ（顧客のニーズに合わせて仕

様変更）を基幹事業としてまいりました。次期からは、ここに新たにクラウドビジネスを投入し、販売チャネルと市場

の拡大、及び事業リスク分散を図ります。また、これらの事業を補完する形で、関連分野のコンサルティングも行って

まいります。 

 一方、内部的な会社づくり方針として、次のように定めております。 

        「風通しの良い相互尊重の精神あふれる職場環境をみんなで作る。 

         その働きやすい雰囲気の中で創造力・技術力を常に高め、 

         品質の高いソリューションをお客様に提供し続ける。」  

“風通しの良い、相互尊重の精神”という部分を先頭に掲げている点に、当社なりの考え方があります。もちろん企業

は“顧客満足度の向上”も重要課題となりますが、それを実現するためには“働き易い職場環境”というものが不可欠

と考えております。特に、ソフトウェア開発は、創造力や技術力を必要とする仕事であり、良い発想・アイデアが生ま

れるためには良い労働環境が必要であります。そして、その環境は与えられるものではなく、自主独立した社員がみん

なで作りだしていくものだと考えております。そのような土壌づくりが会社の責務だと認識しております。 

   

(2）目標とする経営指標 

 当社は、成長性と収益性を重視しており、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と位置付けておりま

す。売上高の拡大は、当社の成長過程において重要課題と認識しております。また、自社パッケージソフトウェアの充

実及びプロジェクト管理の徹底による売上高経常利益率の向上を目指してまいります。 

 成長率と利益率をみる経営指標として、主に次のような指標を注視しております。 

    ・事業別の売上高と売上総利益の推移 

    ・業態（パッケージ本体、保守等）別の売上高と売上総利益の推移 

    ・部門別従業員一人あたりの売上高及び売上総利益 

 また、会社の健全性を表すものとして、次のような指標も重視しております。 

   ・赤字プロジェクトの発生状況と発生率の推移 

   ・従業員別、部門別の残業時間推移 

   ・従業員数と退職率の推移   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社のパッケージソフトウェアビジネスの戦略は「Catch and Grow」であります。単一のパッケージに依存するので

はなく、時代のニーズをいち早く捉え（Catch）、新製品を次々と企画・開発していきます。市場の拡大が見込めると

判断したパッケージソフトウェアには開発要員を集中し、バージョンアップ及びラインナップ強化を行います。そし

て、その分野におけるデファクトスタンダード製品に育ててまいります（Grow）。 

 この戦略の利点は、事業のリスク分散を図ると同時に、複数の幹を太くしてトータル収益を拡大できる点にありま

す。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

① ソフトウェア開発の近代化 

 ソフトウェア業界の生産性は、ハードウェア業界に比べて伸び悩んでおります。その原因としてソフトウェア開発

の現場で相変わらず旧態依然の方法で開発作業がなされていることがあげられます。当社の「SI Object Browser」

シリーズはこのような状況を打開して、ソフトウェアの開発生産性を向上させるためのツール群であります。当社に

おいても、プロジェクト管理力の向上は恒常的なテーマであり、自社開発製品「SI Object Browser PM」を社内にて

利用しております。今後もこのような効率化ツールを積極的に評価・採用し、開発生産性の向上に努めてまいりま

す。 

  

② プロジェクト管理の強化 

 当社の事業のうち、パッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンサルティング及びシステムインテグレーション

の請負開発業務においては、「赤字プロジェクトの発生」が業績に大きく影響してまいります。このため、赤字プロ

ジェクトの削減、撲滅は会社としての重要課題となります。 

 当期の赤字金額比率（赤字金額／粗利総額）は23.3%と、前期19.2%と比べ悪化しておりますが、これは1件の大規

３．経営方針
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模赤字案件が大きく寄与しているためであり、赤字プロジェクト件数は前期比約半減しております。こうした状況の

中、一定の効果が確認できるＰＭＯ活動は継続し、さらに各開発部門内における品質及びプロジェクト監視・管理体

制を強化し、継続的な取り組みによって赤字プロジェクトの撲滅に努めてまいります。また、プロジェクト管理シス

テム「SI Object Browser PM」を販売と同時に社内導入もしており、プロジェクト管理要領の抜本的な改革、強化も

図っております。こちらも継続して運用する方針であります。 

 グラフ１：赤字プロジェクトの発生状況（対象：赤字金額1,000千円以上）  

 
（注）プロジェクトの粗利総額は、パッケージソフトウェアの販売・保守業務を除く請負開発業務（パッケージソ

フトウェアのカスタマイズ、コンサルティング及びシステムインテグレーション）の売上総利益となります。 

  

③ 従業員急増に伴うプロジェクト粗利率の低下防止 

 当社は、パッケージソフトウェアの販売・保守業務とパッケージソフトウェアのカスタマイズ、コンサルティン

グ、システムインテグレーションという請負開発業務の両方を行っています。前者は利益率の高い事業ですが、売上

金額自体は後者の開発プロジェクトの方が大きく、その利益率が重要な経営指標となります。 

 当社は、売上拡大に伴い従業員数も拡大しており、そのプロジェクト利益率に対する影響も検討課題となります。

新しく加わった従業員の育成・指導には相応の期間が必要となるため、それが利益率低下の要因となるからです。 

 当期は、従業員数が96名から111名に増加しております。今後もプロジェクト管理の徹底と効果的な社員教育の実

施により、赤字・不採算プロジェクトを撲滅し、中期的な目標としてプロジェクトの平均粗利率を向上させることを

経営課題としております。 

グラフ２：プロジェクトの平均粗利率と期末従業員数の推移 
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④ マーケティング力の強化 

 パッケージビジネスの成功のためには、マーケティングとセールスの強化が必要不可欠となります。当期からマー

ケティングとセールスを担当分けし、それぞれの役割を明確にしてきました。今後、計画的なマーケティングを実施

していくために、マーケティングとセールスが適度な緊張関係と相互信頼を持てる体制を作り、効果的なマーケティ

ングがセールスを支援する仕組みを確立してまいります。 

  

⑤ 人材の採用と育成 

 事業展開を行う上で、人材の採用と育成は重要な課題となります。当社の基本理念である「社員全員が一流の技術

者」というコンセプトを維持しつつ、新卒採用と中途採用両方で優秀な人材を確保する必要があります。 

 また、採用以上に大切なのは人材の育成です。当期は、教育専任担当を配置し効果的な教育プログラム計画を立て

実施してきました。今後従業員が増えてもこれまでと同等以上の充実した社内教育が行えるように人材の育成制度を

整備してまいります。 

 従業員数増加によるひずみが社内に発生しているかどうかの１つの指標として退職率にも注目しております。当期

の退職率は8.1％と前期15.6％と比べ大きく改善しております。経営方針の浸透と社員教育により社員のモチベーシ

ョンの向上を図り、より一層魅力的な会社を目指し、引き続き低退職率を維持することを経営課題としております。

グラフ３：期末従業員数と退職率の推移 

 
  

⑥ パッケージの強化 

 当社のパッケージビジネスは、特定分野に依存せずに市場の広がる分野にパッケージソフトウェアを投入すること

を特徴としておりますが、それは各分野で競合製品との厳しい競争に打ち勝たなければならないことを意味しており

ます。また、時代ニーズの変化も早く、継続して機能強化・改良に努めなければなりません。 

 パッケージビジネスはその分野でトップシェアを獲得することが非常に重要となることから、今後もパッケージソ

フトウェア開発及びマーケティング活動に力を注ぎ、当社製品がそれぞれの分野で№１になるためのパッケージ強化

を計画的に行ってまいります。 

   

⑦ パッケージソフトウェアの海外展開 

 平成18年８月に設立したMIJS（メイド・イン・ジャパン・ソフトウェア）コンソーシアムは平成22年２月現在、43

社の企業が参加しております。これは国内のトップクラスのパッケージを持つベンダが協力し、日本のソフトウェア

を海外にアピールするとともに連携を図っていくというものであります。 

 この新しい枠組みを利用して、「SI Object Browser」に引き続き「SI Web Shopping」の中国語版も中国での販売

を行っております。これらの実施による直接投資は少額であるためリスクは小さいものの、提携先との信頼関係、販

売力の強化及び知的財産の取り扱いが重要です。既に多くの企業と接触してほぼ準備が完了し、今後はより積極的な

展開ができるものと考えております。 
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⑧ 内部統制システムの強化 

 当社は、健全経営こそが企業を長期繁栄に導くと考えており、内部統制システムの強化を重要な経営課題としてお

ります。その基本理念に基づいて平成19年2月に「内部統制システムの基本方針」を策定して以来、毎年「内部統制

システムの基本方針」の見直しを行っております。また、プライバシーマークの取得、「リスク管理規程」、「経営

危機管理規程」、「適時開示規程」など継続的な関連規程の制定と改善を行っております。当期（平成22年2月期）

は、内部統制報告制度適用を受け、監査法人の指導のもと、社内体制の整備と実践を行ってまいりました。さらに、

平成22年4月には、財務報告に係わる内部統制の運用・評価に関する専任担当を配置し、定期的に会計監査人との協

議を行うこととしております。ひきつづき、これらの新しいルールを遵守して実行するために、社員教育や啓蒙活動

を行ってまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 554,124 776,122

売掛金 471,439 284,445

仕掛品 50,893 53,535

貯蔵品 26 956

前渡金 6,513 10,142

前払費用 11,356 7,960

繰延税金資産 27,502 37,646

未収還付法人税等 48,507 －

未収入金 － 20,002

その他 4,378 504

貸倒引当金 △1,509 △853

流動資産合計 1,173,233 1,190,463

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,694 8,372

工具、器具及び備品 17,700 19,303

減価償却累計額 △14,064 △18,631

有形固定資産合計 10,329 9,044

無形固定資産   

ソフトウエア 178,304 147,710

ソフトウエア仮勘定 8,708 7,027

権利金 60,000 40,000

その他 170 170

無形固定資産合計 247,183 194,908

投資その他の資産   

投資有価証券 973 －

敷金及び保証金 20,299 25,953

投資その他の資産合計 21,273 25,953

固定資産合計 278,787 229,906

資産合計 1,452,020 1,420,369
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,562 54,665

未払金 18,772 30,827

未払費用 16,830 19,686

未払法人税等 － 2,899

未払消費税等 8,529 9,789

前受金 20,343 36,139

預り金 29,210 24,272

賞与引当金 42,021 48,003

受注損失引当金 10,661 －

その他 － 1,848

流動負債合計 239,931 228,131

負債合計 239,931 228,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 358,402 358,402

資本剰余金   

資本準備金 348,402 348,402

資本剰余金合計 348,402 348,402

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 26,000 26,000

繰越利益剰余金 479,284 459,434

利益剰余金合計 505,284 485,434

株主資本合計 1,212,088 1,192,238

純資産合計 1,212,088 1,192,238

負債純資産合計 1,452,020 1,420,369
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,005,402 1,704,191

売上原価 1,433,674 1,144,202

売上総利益 571,727 559,988

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 30,488 46,768

貸倒引当金繰入額 26 －

役員報酬 78,005 66,609

給料及び手当 151,792 215,986

賞与 19,221 23,136

賞与引当金繰入額 13,374 18,008

退職給付費用 7,532 9,346

福利厚生費 26,217 36,709

支払手数料 29,448 29,015

減価償却費 3,124 4,352

研究開発費 ※2  118,876 ※2  49,601

他勘定振替高 ※1  △9,826 ※1  △414

その他 92,272 87,234

販売費及び一般管理費合計 560,554 586,354

営業利益又は営業損失（△） 11,173 △26,366

営業外収益   

受取利息及び配当金 27 23

有価証券利息 892 287

受取手数料 － 1,000

自動販売機収入 150 145

講演料等収入 30 157

法人税等還付加算金 － 1,441

役務提供料 300 －

助成金収入 400 －

その他 137 33

営業外収益合計 1,937 3,088

営業外費用   

クレーム費用 － 5,444

営業外費用合計 － 5,444

経常利益又は経常損失（△） 13,111 △28,722

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 656

特別利益合計 － 656
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  21 －

投資有価証券評価損 － 973

特別損失合計 21 973

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 13,089 △29,040

法人税、住民税及び事業税 954 953

法人税等調整額 11,827 △10,143

法人税等合計 12,782 △9,189

当期純利益又は当期純損失（△） 307 △19,850
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 358,402 358,402

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 358,402 358,402

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 348,402 348,402

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 348,402 348,402

資本剰余金合計   

前期末残高 348,402 348,402

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 348,402 348,402

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 26,000 26,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,000 26,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 507,903 479,284

当期変動額   

剰余金の配当 △28,925 －

当期純利益 307 △19,850

当期変動額合計 △28,618 △19,850

当期末残高 479,284 459,434

利益剰余金合計   

前期末残高 533,903 505,284

当期変動額   

剰余金の配当 △28,925 －

当期純利益 307 △19,850

当期変動額合計 △28,618 △19,850

当期末残高 505,284 485,434

株主資本合計   

前期末残高 1,240,707 1,212,088
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △28,925 －

当期純利益 307 △19,850

当期変動額合計 △28,618 △19,850

当期末残高 1,212,088 1,192,238

純資産合計   

前期末残高 1,240,707 1,212,088

当期変動額   

剰余金の配当 △28,925 －

当期純利益 307 △19,850

当期変動額合計 △28,618 △19,850

当期末残高 1,212,088 1,192,238
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 13,089 △29,040

減価償却費 122,569 112,409

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,016 5,982

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26 △656

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,111 △10,661

受取利息及び受取配当金 △27 △23

有価証券利息 △892 △287

投資有価証券評価損 － 973

固定資産除却損 21 －

売上債権の増減額（△は増加） 22,534 186,993

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,980 △3,571

仕入債務の増減額（△は減少） △5,881 △38,897

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,239 1,259

前受金の増減額（△は減少） 1,467 15,795

その他 14,566 △2,803

小計 223,312 237,473

利息及び配当金の受取額 914 310

法人税等の還付額 － 49,750

法人税等の支払額 △103,015 △953

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,210 286,580

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 △919,107 △1,159,712

有価証券の償還による収入 919,107 1,159,712

有形固定資産の取得による支出 △1,805 △3,281

無形固定資産の取得による支出 △147,512 △55,567

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 △149,318 △64,502

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △28,408 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,408 △80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,515 221,997

現金及び現金同等物の期首残高 610,640 554,124

現金及び現金同等物の期末残高 ※  554,124 ※  776,122
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

同左   

  (2）その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

時価のないもの 

同左         

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

(1）仕掛品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

 は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

 法により算定）    

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）貯蔵品 

  終仕入原価法（貸借対照表価額は収

 益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

 より算定） 

（会計方針の変更） 

 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日公表分）を適用しておりま 

す。 

 なお、この変更が損益に与える影響はあ

りません。 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1）有形固定資産 

定率法 

 但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物 ３年～50年

工具器具及び備品 ４年～15年

建物       ３年～50年 

工具器具及び備品 ４年～15年 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。 

  

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売有効期間（３年）、

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

 また、権利金については、契約期間

（５年）で償却しております。 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払に

備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、期末

時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積もることが可能

なものについては、将来の損失に備える

ため、翌期以降に発生が見込まれる損失

額を計上しております。 

(3）受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、期末時

点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能なもの

については、将来の損失に備えるため、翌

期以降に発生が見込まれる損失額を計上し

ております。 

 なお、当事業年度末においては対象案件

がないため計上しておりません。  

５ 収益及び費用の計上基準 ― （受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準）

 当事業年度末までの進捗部分について成

果の確実性が認められるプロジェクトにつ

いては工事進行基準を適用し、その他のプ

ロジェクトについては工事完成基準（検収

基準）を適用しております。工事進行基準

を適用するプロジェクトの当事業年度末に

おける進捗度の見積りは原価比例法によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

 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３月

31日以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、当事業年度か

らこれらの会計基準等を適用し、当事業年

度に着手したプロジェクトから、当事業年

度末までの進捗部分についての成果の確実

性が認められるプロジェクトについては工

事進行基準（プロジェクト進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他のプロジェクト

については工事完成基準（検収基準）を適

用しております。 

 これにより、売上高は25,332千円増加

し、営業損失、経常損失及び税引前当期純

損失がそれぞれ3,558千円減少しておりま

す。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲  

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

― 

  

  

  

  

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は4,055千円であります。 
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※１ 他勘定振替高の内容は、一般管理部門に所属する者

が制作に携わった制作原価相当額を制作費用の労務費

へ振替えたものであります。 

※１         同左   

  

※２ 一般管理費及び当期制作費用に含まれる研究開発費

の総額                千円118,876

※２ 一般管理費及び当期制作費用に含まれる研究開発費

の総額                千円 49,601

※３ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ― 

工具器具及び備品 千円21       

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  13,148  －  －  13,148

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成20年５月27日 

定時株主総会 
普通株式 千円 28,925 円 2,200 平成20年２月29日 平成20年５月28日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  13,148  －  －  13,148
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時価評価されていない有価証券 

（注） 表中の「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であり、非上場株式について下記のとおり減損処理を

行っております。 

減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べて50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。 

投資有価証券評価損 前事業年度   千円  当事業年度  千円 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年２月28日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 千円554,124

現金及び現金同等物 千円554,124

現金及び預金勘定 千円776,122

現金及び現金同等物 千円776,122

（有価証券関係）

区分 

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式  973   －

－ 973

－29－

㈱システムインテグレータ(3826) 平成22年２月期 決算短信（非連結）



   

   

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金制度として、平成20年４月に中小企業

退職金共済制度から確定拠出企業型年金制度へ移行して

おります。また、退職金制度の別枠として総合設立型の

全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しておりま

す。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次の通りであります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金制度として、平成20年４月に中小企業

退職金共済制度から確定拠出企業型年金制度へ移行して

おります。また、退職金制度の別枠として総合設立型の

全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しておりま

す。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次の通りであります。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 (1）制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

年金資産の額 千円392,848,769

年金財政計算上の給付債務の額 千円406,325,318

差引額 千円△13,476,548

年金資産の額 千円329,874,002

年金財政計算上の給付債務の額 千円446,934,601

差引額        千円△117,060,598

(2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成20年３月分拠出額） 

％ 0.06

（平成21年３月分拠出額） 

％ 0.07

(3）補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高1,665,197千円及び不足金

11,811,351千円であります。なお、過去債務残高は、

当社の財務諸表上に影響するものではありません。 

 また、上記(2)の割合は、当社の実際の負担割合と

は一致しません。 

(3）補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 千円及び不足金

千円であります。なお、過去債務残高

は、当社の財務諸表上に影響するものではありませ

ん。 

 また、上記(2)の割合は、当社の実際の負担割合と

は一致しません。 

1,521,802

115,538,796

２ 退職給付費用に関する事項 ２ 退職給付費用に関する事項 

総合設立型厚生年金基金拠出金 千円14,813

確定拠出年金拠出金 千円5,206

退職給付費用 千円20,019

総合設立型厚生年金基金拠出金 千円18,659

確定拠出年金拠出金 千円7,214

退職給付費用 千円25,873

（注） 総合設立型の厚生年金基金制度に係る部分は、

当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に

計算することができないため、要拠出額を費用

処理しております。 

（注） 総合設立型の厚生年金基金制度に係る部分は、

当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に

計算することができないため、要拠出額を費用

処理しております。 

（追加情報） 

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年

５月15日）を適用しております。 
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成21年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名 

ストック・オプションの数 （注） 普通株式 800株 

付与日 平成17年８月31日 

権利確定条件 

  

  

  

  

権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地

位にあることを要する。 

その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受

けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。 

対象勤務期間 平成17年８月31日～平成19年８月31日 

権利行使期間 平成19年９月１日～平成27年８月31日 

  平成17年ストック・オプション 

権利確定前         （株）   

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後         （株）   

前事業年度末  700

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  700

  平成17年ストック・オプション 

権利行使価格         （円）  26,600

行使時平均株価        （円）  －

付与日における公正な評価単価 （円）  －
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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成22年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

   

  平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名 

ストック・オプションの数 （注） 普通株式 800株 

付与日 平成17年８月31日 

権利確定条件 

  

  

  

  

権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地

位にあることを要する。 

その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受

けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める

ところによる。 

対象勤務期間 平成17年８月31日～平成19年８月31日 

権利行使期間 平成19年９月１日～平成27年８月31日 

  平成17年ストック・オプション 

権利確定前         （株）   

前事業年度末     － 

付与     － 

失効     － 

権利確定     － 

未確定残     － 

権利確定後         （株）   

前事業年度末   700

権利確定     － 

権利行使     － 

失効     － 

未行使残   700

  平成17年ストック・オプション 

権利行使価格         （円）   26,600

行使時平均株価        （円）     － 

付与日における公正な評価単価 （円）     － 
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 千円16,976

一括償却資産  1,585

未払費用  2,098

受注損失引当金  4,522

貸倒引当金  0

繰越欠損金  5,111

繰延税金負債（流動）との相殺  △2,792

計  27,502

    

繰延税金資産（固定）   

ソフトウェア償却限度超過額  56

投資有価証券評価損  4,656

一括償却資産  916

小計  5,629

評価性引当額  △5,629

計  ―

繰延税金資産合計  27,502

    

繰延税金負債（流動）   

未収事業税  △2,792

繰延税金資産（流動）との相殺  2,792

計  ―

繰延税金負債合計  ―

差引・繰延税金資産純額  27,502

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 千円787

賞与引当金  19,393

一括償却資産  1,488

未払費用  2,518

繰越欠損金  13,430

その他  27

計  37,646

    

    

繰延税金資産（固定）      

ソフトウェア償却限度超過額    56

投資有価証券評価損   5,050

一括償却資産  572

 小計  5,679

評価性引当額   △5,679

計  －

繰延税金資産合計   37,646

    

       

       

       

       

       

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  税引前当期純損失を計上しているため記載を省略して

おります。 

法定実効税率 ％40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目  7.0

住民税均等割  7.3

評価性引当額の増減  43.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  97.7
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（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎 

   

 該当事項はありません。 

  

  

  

 リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引及び企業結合等については、該当事項がないため開示を省略して

おります。 

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  

１株当たり純資産額 円06銭92,188

１株当たり当期純利益 円 銭23 35

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭22 47

１株当たり純資産額 円 銭90,678 29

１株当たり当期純損失金額       円 銭1,509 76

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額 

    

当期純利益又は当期純損失（△）  

（千円） 

 307   △19,850

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―     ―   

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 

 307   △19,850

普通株式の期中平均株式数（株）  13,148   13,148

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

    

当期純利益調整額（千円）  ―     ―   

普通株式増加数（株）  518     ― 

（うち新株予約権） （ ） 518 （  ― ） 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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