
 

平成22年６月16日 

各 位 

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 

代表取締役社長 青木毅 

（コード番号：3390） 

問合せ先 取締役管理本部長 村上孝徳 

電話番号 03－6858－0411 

 

（訂正）「平成 20 年３月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

本日平成22年６月16日付「社内調査委員会の調査報告書（追加）に関するお知らせ」で公表い

たしましたとおり、過去の決算において記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、別添の

とおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付し

て表示しております。 

 

記 

 

１. 訂正を行う平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）について 

決算期：平成20年３月期 第１四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

公表日：平成19年８月10日 

訂正日：平成22年４月19日 

以 上 



（訂正前） 

平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

         （千円未満切捨て）    

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                            （％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（当期） 

純利益 
 千円      ％ 千円    ％ 千円     ％ 千円    ％

20 年３月期第１四半期 533,173 △42.6 △158,425 ― △160,358 ― △162,628 ―

19年３月期第１四半期 929,266 ― 153,141 ― 150,298 ― △92,243 ―

（参考）19年３月期 2,733,538 △94,740 △106,487  △228,578

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円     銭

20 年３月期第１四半期 △2,768 89 ― ―

19年３月期第１四半期 1,570 52 1,536 87

（参考）19年３月期 △3,891 75 ― ―

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 千円 千円 ％ 円      銭

20 年３月期第１四半期 1,816,660 1,123,938 61.9 19,136 08

19 年３月期第１四半期 2,303,093 1,607,387 69.8 27,367 24

（参考）19年３月期 1,989,922 1,286,566 64.7 21,904 97

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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

 千円 千円 千円 千円

20 年３月期第１四半期 △57,824 △48,374 △34,260 497,941

19 年３月期第１四半期 231,454 △83,209 △19,981 1,020,866

（参考）19年３月期 138,730 △267,722 △125,208 638,401

 

（略） 



（訂正後） 

平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

         （千円未満切捨て）    

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                            （％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（当期） 

純利益 
 千円      ％ 千円    ％ 千円     ％ 千円    ％

20 年３月期第１四半期 537,673 △35.2 △153,925 ― △155,858 ― △158,128 ―

19年３月期第１四半期 771,956 ― △4,168 ― △7,011 ― 121,497 ―

（参考）19年３月期 2,617,238 △211,040 △222,787  △158,313

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円     銭

20 年３月期第１四半期 △2,692 28 ― ―

19年３月期第１四半期 2,068 60 2,024 28

（参考）19年３月期 △2,695 44 ― ―

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 千円 千円 ％ 円      銭

20 年３月期第１四半期 1,804,660 1,111,938 61.6 18,931 77

19 年３月期第１四半期 2,305,969 1,549,877 67.2 26,388 09

（参考）19年３月期 1,973,422 1,270,066 64.4 21,624 05

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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

 千円 千円 千円 千円

20 年３月期第１四半期 △57,824 △48,374 △34,260 497,941

19 年３月期第１四半期 231,454 △83,209 △19,981 1,020,866

（参考）19年３月期 138,730 △267,722 △125,208 638,401

 

（略） 



(訂正前) 

【定性的情報・財務諸表等】  

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油価格の高騰等、懸念材料があったものの、

企業収益が引き続き改善傾向にあり、それに伴い設備投資の増加、個人消費の緩やかな改善などにより、

総じて緩やかな回復基調で推移しました。  

情報サービス業界におきましては、国内経済の回復を背景にＩＴ関連の設備投資需要は堅調に推移する

一方で、顧客の投資効果の追及は従来以上に厳しさを増しております。  

このような状況の中、当社は「社会にとって真に価値あるソリューションを」という経営理念の下、主

力のＡＳＰ事業において経営資源の選択と集中を行い「ソリューションシステムアウトソーシング事業へ

の回帰」「メディカル・ケアソリューション事業への注力」「セキュリティ関連ソリューション事業の再

構築」を今期の戦略として業容の拡大、業績の向上に取り組んでまいりました。  

基幹事業分野のソリューションシステムアウトソーシング事業はパッケージソフトウエアの提供と異な

り、当社のユニバーサルプラットフォーム上に顧客毎にソリューションシステムを構築いたします。この

結果、システムリリースが顧客の事業年度末である３月頃（当社第４四半期）に集中する傾向にあり、当

社の売上及び利益は第４四半期に偏重する傾向があります。  

新規事業分野であるメディカル・ケアソリューション事業は、主力の販売ルートとして期初より見込ん

でおりました販売パートナーとの協業体制が整いつつあります。またセキュリティ関連ソリューション事

業につきましては、特定業務ソリューションの提供を軸に事業を再構築しパートナーの開拓を進めてまい

りました。  

ｅコマース事業におきましては、商流を漸次専門の商社に移管し、売上をシステム利用料収入に切り替

えていることから、前年度に比べ売上高は減少しておりますが、利益に与える影響は軽微であります。  

以上の結果、当第１四半期における売上高は533,173千円（期初予想 499,573千円 予想比6.7％増）とな

り、営業利益は△158,425千円（期初予想 △207,303千円 予想比23.6％改善）、経常利益は△160,358千円

（期初予想 △209,016千円 予想比23.3％改善）、四半期（当期）純利益は△162,628千円（期初予想△209,866

千円 予想比22.5％改善）、となりました。  

各項目とも期初の第１四半期業績予想を上回る結果を達成いたしました。これは、売上増およびコスト

削減が順調に推移したことによるものと考えております。また、今期は前期からのマイナス基調から業績

回復に向けた過渡期にありますため、当社の業績目標も下期に向けてより高い数値目標を設定しておりま

すが、この目標を達成するため今後より一層の経営努力を行ってまいります。  

事業部門別の売上高につきましては、ＡＳＰ事業は269,806千円、ｅコマース事業は263,367千円となり

ました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 (1)財政状態  

（流動資産）  

当第１四半期末における流動資産は、前事業年度末と比べ 163,628 千円減少し、873,454 千円となりま

した。その主な要因は、現預金の減少 140,460 千円、未収消費税の減少 16,776 千円および売掛金の減少

11,208 千円であります。  

（固定資産）  

当第 1 四半期末における固定資産は、前事業年度末と比べ 9,059 千円減少し、941,125 千円となりまし

た。その主な要因は、システムの増強によるソフトウェアの増加 3,688 千円、のれんの償却による減少 6,000

千円および長期前払費用の減少 4,956 千円によるものです。  

（流動負債）  

当第１四半期末における流動負債は、前事業年度末と比べ 1,234 千円増加し、424,907 千円となりまし

た。その主な要因は、買掛金の減少 15,637 千円、未払金の減少 4,927 千円、未払費用の増加 36,150 千円

および賞与引当金の減少 15,066 千円によるものです。  

（固定負債）  

当第１四半期末における固定負債は、前事業年度末と比べ 11,868 千円減少し、267,814 千円となりまし

た。その主な要因は、長期未払金の減少 7,350 千円および長期借入金の減少 3,486 千円によるものです。  

（純資産）  

当第１四半期末における純資産は、前事業年度末と比べ 162,628 千円減少し、1,123,938 千円となりま

した。その主な要因は、損失計上による利益剰余金の減少 162,628 千円によるものです。  

(2)キャッシュ・フロー  



当第１四半期におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により57,824千円使用、投資活動によ

り48,374千円使用、財務活動により34,260千円支出し、その結果使用した資金は140,460千円となり、当第

１四半期末残高は497,941千円となりました。  

［営業活動によるキャッシュ・フロー］  

営業活動の結果使用した資金は、57,824千円となりました。これは主に税引前四半期純損失の計上

161,811千円、減価償却費の計上46,467千円、夏季賞与の未払費用の増加34,351千円などによるものです。  

［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、48,374千円となりました。これは主にソフトウェアの取得による支出32,513

千円、ソフトウェアの製作による支出15,302千円によるものです。  

［財務活動によるキャッシュ・フロー］  

財務活動の結果支出した資金は、34,260 千円となりました。これは主に未払金の返済による支出 30,774

千円などによるものです。  

 

(略)



(訂正後) 

【定性的情報・財務諸表等】  

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油価格の高騰等、懸念材料があったものの、

企業収益が引き続き改善傾向にあり、それに伴い設備投資の増加、個人消費の緩やかな改善などにより、

総じて緩やかな回復基調で推移しました。  

情報サービス業界におきましては、国内経済の回復を背景にＩＴ関連の設備投資需要は堅調に推移する

一方で、顧客の投資効果の追及は従来以上に厳しさを増しております。  

このような状況の中、当社は「社会にとって真に価値あるソリューションを」という経営理念の下、主

力のＡＳＰ事業において経営資源の選択と集中を行い「ソリューションシステムアウトソーシング事業へ

の回帰」「メディカル・ケアソリューション事業への注力」「セキュリティ関連ソリューション事業の再

構築」を今期の戦略として業容の拡大、業績の向上に取り組んでまいりました。  

基幹事業分野のソリューションシステムアウトソーシング事業はパッケージソフトウエアの提供と異な

り、当社のユニバーサルプラットフォーム上に顧客毎にソリューションシステムを構築いたします。この

結果、システムリリースが顧客の事業年度末である３月頃（当社第４四半期）に集中する傾向にあり、当

社の売上及び利益は第４四半期に偏重する傾向があります。  

新規事業分野であるメディカル・ケアソリューション事業は、主力の販売ルートとして期初より見込ん

でおりました販売パートナーとの協業体制が整いつつあります。またセキュリティ関連ソリューション事

業につきましては、特定業務ソリューションの提供を軸に事業を再構築しパートナーの開拓を進めてまい

りました。  

ｅコマース事業におきましては、商流を漸次専門の商社に移管し、売上をシステム利用料収入に切り替

えていることから、前年度に比べ売上高は減少しておりますが、利益に与える影響は軽微であります。  

以上の結果、当第１四半期における売上高は537,673千円（期初予想 499,573千円 予想比7.6％増）とな

り、営業利益は△153,925千円（期初予想 △207,303千円 予想比25.7％改善）、経常利益は△155,858千円

（期初予想 △209,016千円 予想比25.4％改善）、四半期（当期）純利益は△158,128千円（期初予想△209,866

千円 予想比24.7％改善）、となりました。  

各項目とも期初の第１四半期業績予想を上回る結果を達成いたしました。これは、売上増およびコスト

削減が順調に推移したことによるものと考えております。また、今期は前期からのマイナス基調から業績

回復に向けた過渡期にありますため、当社の業績目標も下期に向けてより高い数値目標を設定しておりま

すが、この目標を達成するため今後より一層の経営努力を行ってまいります。  

事業部門別の売上高につきましては、ＡＳＰ事業は274,306千円、ｅコマース事業は263,367千円となり

ました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報  

(1)財政状態  

（流動資産）  

当第１四半期末における流動資産は、前事業年度末と比べ 159,128 千円減少し、861,454 千円となりま

した。その主な要因は、現預金の減少 140,460 千円、未収消費税の減少 16,776 千円および売掛金の減少

6,483 千円であります。  

（固定資産）  

当第 1 四半期末における固定資産は、前事業年度末と比べ 9,059 千円減少し、941,125 千円となりまし

た。その主な要因は、システムの増強によるソフトウェアの増加 3,688 千円、のれんの償却による減少 6,000

千円および長期前払費用の減少 4,956 千円によるものです。  

（流動負債）  

当第１四半期末における流動負債は、前事業年度末と比べ 1,234 千円増加し、424,907 千円となりまし

た。その主な要因は、買掛金の減少 15,637 千円、未払金の減少 4,927 千円、未払費用の増加 36,150 千円

および賞与引当金の減少 15,066 千円によるものです。  

（固定負債）  

当第１四半期末における固定負債は、前事業年度末と比べ 11,868 千円減少し、267,814 千円となりまし

た。その主な要因は、長期未払金の減少 7,350 千円および長期借入金の減少 3,486 千円によるものです。  

（純資産）  

当第１四半期末における純資産は、前事業年度末と比べ 158,128 千円減少し、1,111,938 千円となりま

した。その主な要因は、損失計上による利益剰余金の減少 158,128 千円によるものです。  

(2)キャッシュ・フロー  



当第１四半期におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により57,824千円使用、投資活動によ

り48,374千円使用、財務活動により34,260千円支出し、その結果使用した資金は140,460千円となり、当第

１四半期末残高は497,941千円となりました。  

［営業活動によるキャッシュ・フロー］  

営業活動の結果使用した資金は、57,824千円となりました。これは主に税引前四半期純損失の計上

157,311千円、減価償却費の計上46,467千円、夏季賞与の未払費用の増加34,351千円などによるものです。  

［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、48,374千円となりました。これは主にソフトウェアの取得による支出32,513

千円、ソフトウェアの製作による支出15,302千円によるものです。  

［財務活動によるキャッシュ・フロー］  

財務活動の結果支出した資金は、34,260 千円となりました。これは主に未払金の返済による支出 30,774

千円などによるものです。  

 

(略)



（訂正前） 

５．（要約）四半期財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表  

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成19年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 

第１四半期末 

増 減 

（参考）前期末 

（平成19年３月期

末） 
科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金  1,020,866 497,941 △522,924 △51.2  638,401

２ 売掛金  282,394 278,831 △3,562 △1.3  290,040

３ たな卸資産  7,486 10,065 2,578 34.4  10,066

４ 前払費用  48,019 87,181 39,162 81.6  90,854

５ 繰延税金資産  60,458 － △60,458 －  －

６ 未収入金  36,096 22,400 △13,696 △37.9  －

７ その他  7,543 6,147 △1,395 △18.5  35,932

８ 貸倒引当金  △42,363 △29,113 13,249 △31.3  △28,212

流動資産合計  1,420,502 873,454 △547,048 △38.5  1,037,083

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産       

(1) 建物  11,758 25,097 13,338 113.4  26,020

(2) 構築物  111 93 △17 △16.2  97

(3) 工具器具備品  17,943 14,554 △3,388 △18.9  15,129 

有形固定資産合計  29,813 39,744 9,931 33.3  41,247 

２ 無形固定資産       

(1) 営業権  42,000 － △42,000 －  － 

(2) のれん  － 18,000 18,000 －  24,000 

(3) ソフトウェア  447,015 499,432 52,417 11.7  495,744 

(4) ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定  － 22 22 －  － 

(5) 電話加入権  1,624 1,624 0 0.0  1,624 

(6) その他  131 106 △24 △18.7  112 

無形固定資産合計  490,771 519,186 28,415 5.8  521,481 

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券  250,785 250,785 0 0.0  250,785

(2) 従業員長期貸付金  422 422 0 0.0  422

(3) 長期前払費用  7,155 37,997 30,842 431.0  42,954

(4) 繰延税金資産  2,397 － △2,397 －  －

(5) 敷金・保証金  93,534 92,987 △547 △0.6  93,293 

投資その他の資産合計 354,296 382,193 27,897 7.9  387,456

固定資産合計  874,881 941,125 66,244 7.6  950,185

Ⅲ 繰延資産       

１ 新株発行費  5,410 2,080 △3,329 △61.5  2,654 

２ 社債発行費  2,300 － △2,300 －  － 

繰延資産合計  7,710 2,080 △5,629 △73.0  2,654 

資産合計  2,303,093 1,816,660 △486,433 △21.1  1,989,922 



（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成19年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 

第１四半期末 

増 減 

（参考）前期末 

（平成19年３月期

末） 
科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 234,794 162,197 △72,596 △30.9 177,835

２ 一年内返済予定長期借

入金 
43,944 13,944 △30,000 △68.3 13,944

３ 未払金 155,093 189,178 34,085 22.0 194,106

４ 未払費用 12,136 44,796 32,659 269.1 8,645

５ 未払法人税等 1,793 1,559 △233 △13.0 3,384

６ 未払消費税等 3,603 1,174 △2,429 △67.4 －

７ 預り金 6,464 6,419 △44 △0.7 5,054

８ 賞与引当金 4,912 5,637 725 14.8 20,703

流動負債合計 462,742 424,907 △37,834 △8.2 423,673

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 200,000 200,000 0 0.0 200,000

２ 長期借入金 18,626 4,682 △13,944 △74.9 8,168

３ 退職給付引当金 5,891 5,506 △385 △6.5 6,537

４ 長期未払金 － 57,626 57,626 － 64,977

５ その他 8,446 － △8,446 － －

固定負債合計 232,963 267,814 34,850 15.0 279,682

負債合計 695,706 692,722 △2,984 △0.4 703,355

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 915,900 915,900 0 0.0 915,900

２ 資本剰余金 522,950 522,950 0 0.0 522,950

３ 利益剰余金 168,537 △314,911 △483,449 － △152,283

株主資本合計 1,607,387 1,123,938 △483,449 △30.1 1,286,566

純資産合計 1,607,387 1,123,938 △483,449 △30.1 1,286,566

負債、純資産合計 2,303,093 1,816,660 △486,433 △21.1 1,989,922

 



(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期

第１四半期 

増  減 

（参考）前期 

（平成19年３月

期） 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 929,266 533,173 △396,093 △42.6 2,733,538

Ⅱ 売上原価 574,380 490,006 △84,373 △14.7 2,049,360

売上総利益 354,886 43,167 △311,719 △87.8 684,177

Ⅲ 販売費及び一般管理費 201,745 201,592 △152 △0.1 778,917

営業利益（又は営業損失） 153,141 △158,425 △311,566 － △94,740

Ⅳ 営業外収益 47 308 260 553.6 1,049

Ⅴ 営業外費用 2,890 2,242 △648 △22.4 12,796

経常利益（又は経常損失）  150,298 △160,358 △310,656 － △106,487

Ⅵ 特別利益 818 － △818 － 4,229

Ⅶ 特別損失 － 1,452 1,452 － 2,044

税引前四半期（当期）純利
益（又は税引前四半期（当
期）純損失） 

151,116 △161,811 △312,927 － △104,302

税金費用 58,873 816 △58,057 △98.6 124,275

四半期（当期）純利益（又
は四半期（当期）純損失） 92,243 △162,628 △254,871 － △228,578

 



(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年６月 30 日）           

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 19 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 △152,283 1,286,566 1,286,566

第１四半期会計期間中の変動額   

第１四半期純損失 ― ― △162,628 △162,628 △162,628

第１四半期会計期間中の変動額

合計 
― ― △162,628 △162,628 △162,628

平成 19 年６月 30 日 残高 915,900 522,950 △314,911 1,123,938 1,123,938

 

 

前期（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日）               

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 18 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 76,294 1,515,144 1,515,144

事業年度中の変動額   

当期純損失 ― ― △228,578 △228,578 △228,578

事業年度中の変動額合計 ― ― △228,578 △228,578 △228,578

平成 19 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 △152,283 1,286,566 1,286,566

 



(4) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

  第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

  第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年３月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期（当期）純利益又は税引
前四半期(当期)純損失（△） 

92,243 △161,811 △104,302

減価償却費 36,737 46,467 165,615

新株発行費償却 885 573 3,641

社債発行費償却 766 ― 3,066

リース解約損 ― 1,176 1,960

固定資産除却損 ― ― 83

貸倒引当金の増加額（△減少額） △818 901 △14,969

賞与引当金の増加額（△減少額） △16,325 △15,066 △534

退職給付引当金の増加額（△減少額） △1,082 △1,031 △437

受取利息及び受取配当金 △0 ― △475

支払利息 1,237 1,668 6,088

売上債権の減少額（△増加額） 195,759 11,208 188,113

たな卸資産の減少額（△増加額） △7,486 0 △10,066

仕入債務の増加額（△減少額） △118,291 △15,637 △175,250

未払金の増加額（△減少額） 68,479 △4,409 156,611

その他の資産の減少額（△増加額） 70,567 45,341 24,395

その他の負債の増加額(△減少額) △22,878 38,417 △30,872

小  計 299,792 △52,199 212,669

利息及び配当金の受取額 0 ― 475

利息の支払額 △1,552 △2,402 △6,091

リース解約による支出 ― △1,588 △1,549

法人税等の支払額 △66,785 △1,633 △66,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,454 △57,824 138,730



 

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

  第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

  第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年３月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △359 △864 △19,358

ソフトウェアの取得による支出 △68,663 △32,513 △198,731

ソフトウェアの製作による支出 △14,553 △15,302 △50,280

貸付金の回収による収入 34 ― 74

敷金・保証金の減少額（△増加額） 332 306 573

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,209 △48,374 △267,722

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △13,486 △3,486 △53,944

未払金の返済による支出 △3,139 △30,774 △66,828

株式の発行による支出 △3,097 ― △4,177

上場関連の支出 △258 ― △258

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,981 △34,260 △125,208

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 128,263 △140,460 △254,201

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 892,602 638,401 892,602

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,020,866 497,941 638,401

 



(5) セグメント情報 

 
販売の状況 
  
 ①販売実績 

（単位：千円）   

 
前年同四半期 

自 平成18年４月 １日
 至 平成18年６月30日

当四半期 
自 平成19年４月 １日
 至 平成19年６月30日

（参考）平成19年３月期
自 平成18年４月 １日
 至 平成19年３月31日

区 分 金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

ＡＳＰ事業 532,402 57.3 269,806 50.6 1,486,844 54.4

ｅコマース事業 396,864 42.7 263,367 49.4 1,246,693 45.6

合 計 929,266 100.0 533,173 100.0 2,733,538 100.0

（注）１、本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 



（訂正後） 

５．（要約）四半期財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表  

（単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成19年３月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期

第１四半期末 

増 減 

（参考）前期末 

（平成19年３月

期末） 
科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金  1,020,866 497,941 △522,924 △51.2  638,401

２ 売掛金  282,394 266,231 △16,162 △5.7  272,715

３ たな卸資産  7,486 10,065 2,578 34.4  10,066

４ 前払費用  48,019 87,181 39,162 81.6  90,854

５ 繰延税金資産  60,458 － △60,458 －  －

６ 未収入金  36,096 22,400 △13,696 △37.9  －

７ その他  10,419 6,747 △3,671 △35.2  36,757

８ 貸倒引当金  △42,363 △29,113 13,249 △31.3  △28,212

流動資産合計  1,423,378 861,454 △561,923 △39.5  1,020,583

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産       

(1) 建物  11,758 25,097 13,338 113.4  26,020

(2) 構築物  111 93 △17 △16.2  97

(3) 工具器具備品  17,943 14,554 △3,388 △18.9  15,129 

有形固定資産合計  29,813 39,744 9,931 33.3  41,247 

２ 無形固定資産       

(1) 営業権  42,000 － △42,000 －  － 

(2) のれん  － 18,000 18,000 －  24,000 

(3) ソフトウェア  447,015 499,432 52,417 11.7  495,744 

(4) ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定  － 22 22 －  － 

(5) 電話加入権  1,624 1,624 0 0.0  1,624 

(6) その他  131 106 △24 △18.7  112 

無形固定資産合計  490,771 519,186 28,415 5.8  521,481 

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券  250,785 250,785 0 0.0  250,785

(2) 従業員長期貸付金  422 422 0 0.0  422

(3) 長期前払費用  7,155 37,997 30,842 431.0  42,954

(4) 繰延税金資産  2,397 － △2,397 －  －

(5) 敷金・保証金  93,534 92,987 △547 △0.6  93,293 

投資その他の資産合計 354,296 382,193 27,897 7.9  387,456

固定資産合計  874,881 941,125 66,244 7.6  950,185

Ⅲ 繰延資産       

１ 新株発行費  5,410 2,080 △3,329 △61.5  2,654 

２ 社債発行費  2,300 － △2,300 －  － 

繰延資産合計  7,710 2,080 △5,629 △73.0  2,654 

資産合計  2,305,969 1,804,660 △501,308 △21.7  1,973,422 

 



（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成19年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期

第１四半期末 

増 減 

（参考）前期末 

（平成19年３月

期末） 
科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 234,794 162,197 △72,596 △30.9 177,835
２ 一年内返済予定長期借入金 43,944 13,944 △30,000 △68.3 13,944
３ 未払金 155,093 189,178 34,085 22.0 194,106
４ 未払費用 12,136 44,796 32,659 269.1 8,645
５ 未払法人税等 1,793 1,559 △233 △13.0 3,384
６ 未払消費税等 3,603 1,174 △2,429 △67.4 －
７ 前受金 60,385 － △60,385 － －
８ 預り金 6,464 6,419 △44 △0.7 5,054
９ 賞与引当金 4,912 5,637 725 14.8 20,703
流動負債合計 523,127 424,907 △98,220 △18.8 423,673

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 200,000 200,000 0 0.0 200,000
２ 長期借入金 18,626 4,682 △13,944 △74.9 8,168
３ 退職給付引当金 5,891 5,506 △385 △6.5 6,537
４ 長期未払金 － 57,626 57,626 － 64,977
５ その他 8,446 － △8,446 － －
固定負債合計 232,963 267,814 34,850 15.0 279,682

負債合計 756,091 692,722 △63,369 △8.4 703,355

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 915,900 915,900 0 0.0 915,900
２ 資本剰余金 522,950 522,950 0 0.0 522,950
３ 利益剰余金 111,027 △326,911 △437,939 － △168,783
株主資本合計 1,549,877 1,111,938 △437,939 △28.3 1,270,066

純資産合計 1,549,877 1,111,938 △437,939 △28.3 1,270,066

負債、純資産合計 2,305,969 1,804,660 △501,308 △21.7 1,973,422

 



 

(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期

第１四半期 

増  減 

（参考）前期 

（平成19年３月

期） 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 771,956 537,673 △234,282 △30.3 2,617,238

Ⅱ 売上原価 574,380 490,006 △84,373 △14.7 2,049,360

売上総利益 197,576 47,667 △149,909 △75.9 567,877

Ⅲ 販売費及び一般管理費 201,745 201,592 △152 △0.1 778,917

営業利益（又は営業損失） △4,168 △153,925 △149,756 － △211,040

Ⅳ 営業外収益 47 308 260 553.6 1,049

Ⅴ 営業外費用 2,890 2,242 △648 △22.4 12,796

経常利益（又は経常損失）  △7,011 △155,858 △148,847 － △222,787

Ⅵ 特別利益 100,818 － △100,818 － 104,229

Ⅶ 特別損失 － 1,452 1,452 － 2,044

税引前四半期（当期）純利
益（又は税引前四半期（当
期）純損失） 

93,806 △157,311 △251,118 － △120,602

税金費用 △27,690 816 △28,506 － 37,711

四半期（当期）純利益（又
は四半期（当期）純損失） 121,497 △158,128 △279,625 － △158,313

 



(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年６月 30 日）           

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 19 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 △168,783 1,270,066 1,270,066

第１四半期会計期間中の変動額  

第１四半期純損失 ― ― △158,128 △158,128 △158,128

第１四半期会計期間中の変動額

合計 
― ― △158,128 △158,128 △158,128

平成 19 年６月 30 日 残高 915,900 522,950 △326,911 1,111,938 1,111,938

 

 

前期（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日）               

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 
項  目 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 18 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 △10,469 1,428,380 1,428,380

事業年度中の変動額  

当期純損失 ― ― △158,313 △158,313 △158,313

事業年度中の変動額合計 ― ― △158,313 △158,313 △158,313

平成 19 年３月 31 日 残高 915,900 522,950 △168,783 1,270,066 1,270,066

 



(4) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）   

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

  第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

  第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年３月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期（当期）純利益又は税引
前四半期(当期)純損失（△） 

93,806 △157,311 △120,602

減価償却費 36,737 46,467 165,615

新株発行費償却 885 573 3,641

社債発行費償却 766 ― 3,066

リース解約損 ― 1,176 1,960

固定資産除却損 ― ― 83

貸倒引当金の増加額（△減少額） △818 901 △14,969

賞与引当金の増加額（△減少額） △16,325 △15,066 △534

退職給付引当金の増加額（△減少額） △1,082 △1,031 △437

受取利息及び受取配当金 △0 ― △475

支払利息 1,237 1,668 6,088

売上債権の減少額（△増加額） 195,549 6,483 205,228

たな卸資産の減少額（△増加額） △7,486 0 △10,066

仕入債務の増加額（△減少額） △118,291 △15,637 △175,250

未払金の増加額（△減少額） 68,479 △4,409 156,611

その他の資産の減少額（△増加額） 8,827 45,566 23,580

その他の負債の増加額(△減少額) 37,506 38,417 △30,872

小  計 299,792 △52,199 212,669

利息及び配当金の受取額 0 ― 475

利息の支払額 △1,552 △2,402 △6,091

リース解約による支出 ― △1,588 △1,549

法人税等の支払額 △66,785 △1,633 △66,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,454 △57,824 138,730



 

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

  第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

  第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年３月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △359 △864 △19,358

ソフトウェアの取得による支出 △68,663 △32,513 △198,731

ソフトウェアの製作による支出 △14,553 △15,302 △50,280

貸付金の回収による収入 34 ― 74

敷金・保証金の減少額（△増加額） 332 306 573

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,209 △48,374 △267,722

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △13,486 △3,486 △53,944

未払金の返済による支出 △3,139 △30,774 △66,828

株式の発行による支出 △3,097 ― △4,177

上場関連の支出 △258 ― △258

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,981 △34,260 △125,208

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 128,263 △140,460 △254,201

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 892,602 638,401 892,602

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,020,866 497,941 638,401

 



(5) セグメント情報 

 
販売の状況 
  
 ①販売実績 

（単位：千円）   

 
前年同四半期 

自 平成18年４月 １日
 至 平成18年６月30日

当四半期 
自 平成19年４月 １日
 至 平成19年６月30日

（参考）平成19年３月期
自 平成18年４月 １日
 至 平成19年３月31日

区 分 金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

ＡＳＰ事業 375,092 48.6 274,306 51.0 1,370,544 52.4

ｅコマース事業 396,864 51.4 263,367 49.0 1,246,693 47.6

合 計 771,956 100.0 537,673 100.0 2,617,238 100.0

（注）１、本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 


