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1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年5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11月期第2四半期 4,211 △30.2 142 △30.0 266 7.6 109 ―
21年11月期第2四半期 6,037 ― 203 ― 247 ― △228 ―

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11月期第2四半期 6.27 6.27
21年11月期第2四半期 △12.94 ―

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11月期第2四半期 13,953 11,983 85.7 693.69
21年11月期 14,364 12,435 86.4 704.28

（参考） 自己資本   22年11月期第2四半期  11,954百万円 21年11月期  12,412百万円

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11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年11月期 ― 0.00
22年11月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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 8,443 △15.9 △53 ― 560 136.9 232 ― 13.39
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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、9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） 

(注) 詳細は、9ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(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 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、現時点における入手可能な情報および計画が含まれており、実際の業績は、今
後発生する様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、7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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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11月期第2四半期 18,287,000株 21年11月期  18,287,000株
② 期末自己株式数 22年11月期第2四半期  1,053,301株 21年11月期  663,216株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第2四半期 17,401,595株 21年11月期第2四半期 17,623,877株
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

  

  

（参考）平成22年11月期第２四半期会計期間の連結業績（平成22年３月１日～平成22年５月31日）

 (1) 連結経営成績(会計期間)

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11月期第２四半期 2,298 △30.2 101 7.2 190 3.6 92 ―

21年11月期第２四半期 3,292 ― 94 ― 184 ― 7 ―

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11月期第２四半期 5 35 5 35
21年11月期第２四半期 0 41 ― ―
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当第２四半期の世界経済は、各国の景気刺激策により景気は持ち直しつつあるものの、その動きは緩慢

で、欧州の経済不安リスクが顕在化したこともあり、先行き不透明な状況が続きました。 

一方、日本経済は、輸出の回復などにより一部企業に業績改善が見られるものの、引き続き雇用環境へ

の不安および設備投資の回復遅れなどにより、予断を許さない状況で推移いたしました。 

このような環境下、企業集団は、次世代バンキングシステムなどの新業務分野および業績回復が見込ま

れる分野など、市場動向に即応した分野への受注提案および既存顧客への新規窓口開拓などに注力しまし

たが、情報化投資の回復遅れを受けて、売上高は前年同期を下回りました。 

利益面においては、のれんの償却が前連結会計年度第２四半期で終了したことにより販売費及び一般管

理費が減少したこと、ならびに前連結会計年度に発生した投資有価証券評価損などの突出損失が発生しな

かったことにより、四半期純利益は黒字転換いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高および連結利益は、次のとおりとなりました。 

  

 
  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

 
  

【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

金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比

増減額(百万円) 増減率(％)

連結売上高 4,211 100.0 △1,825 △30.2

連結営業利益 142 3.4 △61 △30.0

連結経常利益 266 6.3 18 7.6

連結四半期純利益 109 2.6 337 ―

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比

増減額(百万円) 増減率(％)

ソフトウェア開発事業
売上高 4,100 100.0 △1,833 △30.9

営業利益 224 5.5 △296 △56.9

システム販売事業
売上高 111 100.0 8 8.2

営業損失(△) △81 △73.3 235 ―
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（ソフトウェア開発事業） 

金融・保険業向けの一部大型案件の開発が次案件との狭間を迎えていることおよび全般的な情報化投資

の縮小に伴い、売上高は41億円（前年同期比 30.9%減）となりました。また、売上高の減少およびそれに

伴う固定費比率の増大などにより営業利益は２億24百万円（前年同期比 56.9%減）となりました。 

  

なお、ソフトウェア開発事業の営業利益の前年同期との差額分析は以下のとおりであります。 

  

 
  

（システム販売事業） 

前年同期と比較して受注がやや増加し、売上高は１億11百万円（前年同期比8.2%増）となりました。ま

た、営業損失は、のれんの償却が前連結会計年度第２四半期までで終了したことにより販売費及び一般管

理費が減少し、81百万円（前年同期営業損失額 ３億16百万円）となりました。 

  

金額（百万円） 対売上高比率(％)

営業利益の増減額 △296 △7.2

（増減分析）

売上高の変動による増減額 △161 △3.9

外注比率の変動による増減額 △89 △2.2

社内開発分の原価率の変動による増減額 93 2.3

外注分の原価率の変動による増減額 △4 △0.1

販売費・一般管理費比率の変動による増減額 △135 △3.3

 合 計 △296 △7.2
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

資産は139億53百万円と前連結会計年度末より４億11百万円減少いたしました。これは主として売上高

減に伴う売掛金の減少および配当金の支払などに伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

負債は19億69百万円と前連結会計年度末より40百万円増加いたしました。これは主として未払法人税等

が増加したことによるものであります。 

純資産は119億83百万円と前連結会計年度末より４億51百万円減少いたしました。これは、主として配

当金の支払に伴う利益剰余金の減少および自社株買いに伴う自己株式の増加によるものであります。な

お、自己資本比率は85.7％と前連結会計年度末より0.7ポイント減少いたしました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、83百万円の増加となり、前連結会計

年度末（平成21年11月30日）の資金残高28億70百万円を受け、当第２四半期末の資金残高は29億54百万円

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、資金は６億13百万円の増加となりました。この増加は、主として税金等調整前四半期

純利益、売上高減に伴う売上債権の減少および法人税等の還付などの資金増加要因が、たな卸資産の増加

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） 

投資活動の結果、資金は２億38百万円の増加となりました。この増加は、主として有価証券の満期償還

による増加要因が、普通預金（現金同等物）から長期預金への預け替えによる減少要因を上回ったことに

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は７億70百万円の減少となりました。この減少は、主として配当金の支払および

自己株式の取得によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の世界経済は、財政不安に伴う景気回復への鈍化懸念から先行き不透明な状況が予測され、日本経

済が本格的に回復するには、相当の時間がかかるものと思われます。 

企業集団の通期の連結売上高および連結利益は、景気回復が期初計画時の想定よりも鈍く、また情報化

投資の本格的回復も遅れていることから、厳しい受注状況の継続が予測されること、およびこれを受けて

開発における余剰要員の増加が見込まれるため、以下のとおり前回予想（期初計画）を下回る見込であり

ます。 

  

 
  

（参考）平成22年11月期の個別業績予想 

  

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今回予想
（百万円）

前回予想
(期初計画) 
（百万円）

増減額
（百万円）

増減率 
(％)

連結売上高 8,443 9,375 △932 △9.9

連結営業利益 △53 642 △695 ─

連結経常利益 560 1,051 △491 △46.7

連結当期純利益 232 596 △364 △61.1

今回予想
（百万円）

前回予想
(期初計画) 
（百万円）

増減額
（百万円）

増減率 
(％)

売上高 8,217 9,010 △793 △8.8

営業利益 100 666 △566 △85.0

経常利益 712 1,080 △368 △34.1

当期純利益 383 625 △242 △38.7
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なお、この修正に伴い、平成22年１月12日、「平成21年11月期決算短信」にて公表した「会社の対処す

べき課題」の一部を、以下のとおり見直しましたのでご報告いたします。 

  

－企業集団－ 

 
  

－当社－ 

 
  

－海外子会社－ 

 
  

（注）この表の記載事項は、あくまでも目標数値であり、外部環境の変化等により目標を達成できない場合は、

今後の経営成績、財政状態に影響を与えることがあります。また、第41期期初の中長期計画作成時、当社

を取り巻く状況の変化により第41期、第42期の内容を見直す可能性があります。 

  

部門 重点施策
第40期

(平成22年11月期)
第41期 

(平成23年11月期)
第42期

(平成24年11月期)

全社 業績の拡大

連結売上高
(対前期比増減率)

8,443百万円
(15.9％減)

9,350百万円 
(10.7％増)

11,050百万円
(18.2％増)

連結経常利益率 6.6％ 7.7％ 11.4％

部門 重点施策
第40期

(平成22年11月期)
第41期 

(平成23年11月期)
第42期

(平成24年11月期)

全社 業績の拡大

売上高
(対前期比増減率)

8,217百万円
(16.5％減)

9,000百万円 
(9.5％増)

10,500百万円
(16.7％増)

経常利益率 8.7％ 8.0％ 10.5％

部門 重点施策
第40期

(平成22年11月期)
第41期 

(平成23年11月期)
第42期

(平成24年11月期)

全社 業績の拡大

売上高
(対前期比増減率)

230百万円
(16.8％増)

350百万円 
(52.2％増)

550百万円
(57.1％増)

経常利益率 △65.7％ 0.0％ 27.3％
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該当事項はありません。 

  

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測

およびタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（受注制作のソフトウェア等に係る収益の計上基準の変更） 

ソフトウェアの請負契約に係る収益の計上基準については、従来、長期請負契約(契約期間１年超)

の収益計上については業務進行基準を、その他の請負契約については業務完成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）および「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）を当第１四半

期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四半期連結会計

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工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間においては、工事進行基準を適用する契約がなかったため、この

変更による当第２四半期連結累計期間の売上高および損益に与える影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

１．前第２四半期連結累計期間および前第２四半期連結会計期間に営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「雇用調整助成金」（前第２四半期連結累計期間および前第２四半期連結会計

期間ともに5,430千円）につきましては、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半

期連結累計期間および当第２四半期連結会計期間より区分掲記しております。 

２．前第２四半期連結累計期間に営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「投資組合

費」（前第２四半期連結累計期間5,023千円）につきましては、営業外費用の総額の100分の20を超

えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しております。 

  

  

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,255,749 1,572,431

売掛金 686,106 1,042,804

有価証券 3,092,744 2,244,201

仕掛品 770,442 658,669

その他 301,455 464,307

貸倒引当金 △8,999 △3,280

流動資産合計 6,097,498 5,979,135

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 120,301 125,002

その他（純額） 57,119 63,610

有形固定資産合計 177,420 188,613

無形固定資産 160,873 166,236

投資その他の資産   

投資有価証券 5,425,920 6,272,336

長期預金 372,160 －

繰延税金資産 821,211 884,129

敷金 220,858 219,166

保険積立金 618,010 616,144

その他 59,999 39,432

貸倒引当金 △885 △885

投資その他の資産合計 7,517,276 8,030,325

固定資産合計 7,855,570 8,385,175

資産合計 13,953,069 14,364,310
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,031 88,590

短期借入金 40,130 50,856

リース債務 53,491 56,035

未払金 743,630 861,556

未払法人税等 116,066 －

プログラム保証引当金 6,324 7,773

受注損失引当金 3,938 1,910

その他 112,966 82,001

流動負債合計 1,165,579 1,148,723

固定負債   

リース債務 68,040 70,076

退職給付引当金 166,657 160,154

役員退職慰労引当金 568,233 549,477

その他 1,074 667

固定負債合計 804,005 780,375

負債合計 1,969,584 1,929,099

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金 2,118,332 2,118,332

利益剰余金 8,359,314 8,778,870

自己株式 △651,937 △454,335

株主資本合計 12,064,398 12,681,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △138,534 △287,528

為替換算調整勘定 28,970 17,974

評価・換算差額等合計 △109,563 △269,554

新株予約権 28,649 23,209

純資産合計 11,983,484 12,435,211

負債純資産合計 13,953,069 14,364,310
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 6,037,314 4,211,767

売上原価 4,776,624 3,165,574

売上総利益 1,260,690 1,046,193

販売費及び一般管理費 1,056,939 903,495

営業利益 203,750 142,698

営業外収益   

受取利息 2,868 1,457

有価証券利息 67,736 57,349

保険配当金 12,740 15,453

雇用調整助成金 － 53,902

その他 12,396 16,085

営業外収益合計 95,743 144,250

営業外費用   

支払利息 1,474 1,094

為替差損 27,130 －

投資有価証券投資損失 17,980 13,312

投資組合費 － 4,472

その他 5,569 1,861

営業外費用合計 52,155 20,741

経常利益 247,338 266,206

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,478 1,263

特別利益合計 3,478 1,263

特別損失   

固定資産除売却損 1,745 －

投資有価証券評価損 353,915 －

投資有価証券清算損 － 8,333

特別損失合計 355,661 8,333

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（△）

△104,844 259,136

法人税、住民税及び事業税 213,600 108,500

法人税等調整額 △90,363 41,478

法人税等合計 123,236 149,978

四半期純利益又は四半期純損失（△） △228,081 109,157
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 【第２四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 3,292,786 2,298,524

売上原価 2,633,428 1,707,632

売上総利益 659,358 590,891

販売費及び一般管理費 564,589 489,298

営業利益 94,768 101,593

営業外収益   

受取利息 826 1,169

有価証券利息 39,107 32,999

保険配当金 12,740 15,453

雇用調整助成金 － 40,500

為替差益 27,716 －

その他 10,105 9,871

営業外収益合計 90,497 99,995

営業外費用   

支払利息 622 425

為替差損 － 9,993

その他 525 466

営業外費用合計 1,148 10,885

経常利益 184,118 190,703

特別利益   

貸倒引当金戻入額 437 410

特別利益合計 437 410

特別損失   

固定資産除売却損 1,644 －

投資有価証券評価損 52,164 －

投資有価証券清算損 － 8,333

特別損失合計 53,809 8,333

税金等調整前四半期純利益 130,745 182,779

法人税、住民税及び事業税 126,600 △102,300

法人税等調整額 △3,045 192,756

法人税等合計 123,554 90,456

四半期純利益 7,190 92,323
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△104,844 259,136

減価償却費 135,855 75,196

のれん償却額 165,926 －

株式報酬費用 7,113 5,440

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,468 1,921

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △749 △1,449

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,608 2,028

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,732 6,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △109,417 18,755

受取利息及び受取配当金 △85,123 △75,897

支払利息 1,474 1,094

固定資産除売却損益（△は益） 1,745 －

投資有価証券売却損益（△は益） 279 －

投資有価証券評価損益（△は益） 353,915 －

投資有価証券清算損益(△は益) － 8,333

売上債権の増減額（△は増加） 1,147,508 348,294

たな卸資産の増減額（△は増加） 471,799 △111,772

仕入債務の増減額（△は減少） △271,221 295

未払賞与の増減額（△は減少） 20,808 △56,803

その他の資産の増減額（△は増加） △2,147 △69,335

その他の負債の増減額（△は減少） △41,587 △1,637

その他 23,004 1,206

小計 1,734,214 411,310

利息及び配当金の受取額 86,039 90,583

利息の支払額 △2,403 △1,917

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △203,485 113,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,614,364 613,502

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 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有価証券の償還による収入 350,000 600,000

有形固定資産の取得による支出 △13,624 △7,915

有形固定資産の売却による収入 2,015 －

無形固定資産の取得による支出 △29,822 △26,115

投資有価証券の取得による支出 △238,091 －

投資有価証券の売却による収入 7,794 －

長期預金の預入による支出 － △359,840

貸付金の回収による収入 521 491

敷金の差入による支出 △2,739 △1,728
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

敷金の回収による収入 4,762 180

保険積立金の積立による支出 △202,411 △2,426

保険積立金の解約による収入 － 25,407

その他 53,930 10,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,663 238,453

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 240,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △248,446 △161,913

自己株式の取得による支出 △41 △197,602

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △37,600 △32,715

配当金の支払額 △520,122 △528,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △566,209 △770,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,745 2,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 951,746 83,974

現金及び現金同等物の期首残高 2,711,430 2,870,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,663,176 2,954,254
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年5月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類別セグメントは、(社)情報サービス産業協会が公表した「情報サービス産業における有価証券報

告書の記載モデル」に基づいております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) ソフトウェア開発事業   

 一括請負契約に基づき、情報システムの企画提案から要件定義、開発・構築、運用に至るまでのシステム

構築に係わる一切を総合したソフトウェア製品の製造販売を行う事業であります。  

(2) システム販売事業   

   不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェア製品の販売を行う事業であります。  

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

  当第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っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、システム販売事業の営業損失が165,926千円増加しておりま

す。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年5月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類別セグメントは、(社)情報サービス産業協会が公表した「情報サービス産業における有価証券報

告書の記載モデル」に基づいております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) ソフトウェア開発事業   

 一括請負契約に基づき、情報システムの企画提案から要件定義、開発・構築、運用に至るまでのシステム

構築に係わる一切を総合したソフトウェア製品の製造販売を行う事業であります。  

(2) システム販売事業   

   不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェア製品の販売を行う事業であります。  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

ソフトウェア
開発事業 
(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

5,934,576 102,737 6,037,314 ― 6,037,314

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,934,576 102,737 6,037,314 ― 6,037,314

 営業利益 
 (又は営業損失△)

520,286 △316,535 203,750 ― 203,750

ソフトウェア
開発事業 
(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

4,100,642 111,124 4,211,767 ― 4,211,767

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,100,642 111,124 4,211,767 ― 4,211,767

 営業利益 
 (又は営業損失△)

224,123 △81,425 142,698 ― 142,698
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年5月31日) 

 
(注) 会計処理基準に関する事項の変更 

当第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っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、米国の営業損失が165,926千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年5月31日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年5月31日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年5月31日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

② 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(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

5,936,142 21,737 79,434 6,037,314 ― 6,037,314

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 11,514 8,706 20,220 （20,220） ―

計 5,936,142 33,251 88,140 6,057,534 （20,220） 6,037,314

 営業利益 
 (又は営業損失△)

517,589 △288,190 △25,647 203,750 ― 203,750

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(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

4,102,973 13,655 95,138 4,211,767 ― 4,211,767

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 6,294 6,294 （6,294） ―

計 4,102,973 13,655 101,432 4,218,062 （6,294） 4,211,767

 営業利益 
 (又は営業損失△)

223,585 △63,398 △17,489 142,698 ― 142,698

③ 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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