
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,487  △5.3  △19     ─  △13     ─  △26     ─ 

22年３月期第１四半期  1,570  △21.6  △57     ─  △57     ─  △61     ─ 

  
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 

23年３月期第１四半期  △18  07     ─      

22年３月期第１四半期  △41  64     ─      

  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 

23年３月期第１四半期  3,115  1,652  53.0  1,124  57

22年３月期  3,074  1,679  54.6  1,142  64

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,652百万円 22年３月期 1,679百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期     ─       14 00     ─          ─       14  00

23年３月期     ─      

23年３月期（予想）  7 00     ─      8 00  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  3,529  7.9  12  67.2  10  21.4  5  57.8  3  95

通期  7,200  9.3  90  49.5  120  104.4  70  154.3  47  63

                 



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．５「その他」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象ではありませんが、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 1,521,910株 22年３月期 1,521,910株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 52,326株 22年３月期 52,326株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 1,469,584株 22年３月期１Ｑ 1,469,624株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間における我が国の経済は、新興国経済の力強い回復を受けて、輸出が堅調に推移したこと

から、在庫調整が進んで生産活動が活発化した他、政府の経済対策の効果も引続きみられて、企業心理の改善が広

がりつつあります。  

 当社が属する情報サービス産業や当社の主要顧客においては、企業競争力の強化に向けて、グループ企業の再編

や事業の統廃合を進めております。  

 更に、固定費の圧縮と変動費を抑制させたことに加えて、経営合理化費用も一巡したことから、減収でも増益を

確保できる体質に転換させています。  

 こうした企業に加えて、これまで投資を凍結・先送りしてきた顧客においては、新規投資に向けて検討を着手す

る動きが出始めました。 

 このような環境下において、当社は次の重点施策に取組みました。  

 事業戦略では、ビジネス事業・エンジニアリング事業の整備・拡充として、ビジネス事業（インフォメーション

分野）の公益企業向け案件において、海外オフショア開発の委託対象領域と委託量を拡大展開しております。  

 又、同業及び顧客との営業連携強化とソリューション提案により、エンド・ユーザ開拓を推進しております。  

 ユビキタス事業モデルの確立として、保有技術の組合せと利用用途の拡大提案により共同開発先の開拓と商品化

を推進しております。  

 又、ハードウェア対応の品質マネジメント・システム認証取得に向けて体制構築に着手しました。  

 コーポレート戦略では、スキル意欲の向上とキャリア形成の促進策として、キャリア形成促進助成金を利用した

教育研修を実施中であります。  

 コアコンピタンスに繋がる技術力の強化策として、全技術職を対象にスキル調査を実施しました。  

 組織及びプロジェクトのマネジメント・レベルの向上策として、ＰＭＰ資格取得（平成23年３月期目標20名）に

向けて対象者に養成講習を開始しました。  

 統制レベルの向上と効率化の推進策として、取締役責任を明確にする為、執行役員制度を廃止しました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,487百万円と前年同期比5.3％の減収となり、営業損失は19百万

円（前年同期は57百万円の赤字）、経常損失は13百万円（前年同期は57百万円の赤字）となり、赤字額を改善する

に留まりました。  

 又、当第１四半期会計期間より、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として12百万円を計上し

ており、四半期純損失は26百万円（前年同期は61百万円の赤字）となりました。 

  

 事業別の状況は次の通りであります。  

①ビジネス事業 

 重点施策として「ソリューション・ビジネス」の拡大と、「システム・ライフサイクル」の総合サービスで、

事業の安定と成長を目指して、要件定義～設計・開発までの「一括請負」と、システム稼動後の「保守サービ

ス」を、エンドユーザ志向で提供する活動を展開しました。  

 こうしたことから売上高は755百万円と前年同期比7.6％の増収となりました。  

 内訳として、インフォメーション分野は469百万円で前年同期比6.4％の増収、金融分野は286百万円で前年同

期比9.7％の増収となっています。  

 受注状況は、分野別に次の通りであります。  

 インフォメーション分野では、公益企業向け基幹システム構築案件は開発工程が順調に推移し、機能追加案件

も順次でてきており、受注拡大に繋がっています。  

 旅行会社は、開発計画を凍結した状態が続いております。 

 金融分野では、銀行は、業績見通しが不透明なことから、開発案件を凍結したり、発注処理を単月化する動き

があります。 

 一方で、業績推移を確認してからといった条件付きながら、下期からの計画として、営業店の事務改革とIFRS

対応並びに次期システムについて検討・着手しております。  

 又、信販会社向けカード業務、システム再構築は、検討課題が多く遅れておりますが、開発案件が徐々に出て

きております。 

 こうしたことから受注残高は702百万円と前年同期比33.0％の増加となりました。  

 内訳として、インフォメーション分野が532百万円で前年同期比62.7％の大幅な増加となったものの、金融分

野は170百万円で前年同期比15.2％の減少となっています。  

 以上のことから、インフォメーション分野の受注は回復基調にあるものの、金融分野では前期末では増加に転

じたものの再度減少しており、回復が遅れております。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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②エンジニアリング事業  

 重点施策として、仕様決定段階からの参画と、ソリューション提案により、顧客が提供する製品・サービスの

開発における、重要なポジションを獲得し、事業基盤の安定と拡大を目指し、顧客から顔の見える存在として、

プレゼンスを発揮する活動を展開しました。  

 こうしたことから売上高は664百万円と前年同期比23.1％の減収となりました。  

 内訳として、通信分野は134百万円で前年同期比36.0％の減収、制御分野は220百万円で前年同期比15.1％の減

収、組込み分野は309百万円で前年同期比21.6％の減収と、共に大幅な減収となっています。  

 受注状況は、分野別に次の通りであります。  

 通信分野では、インフラ関連の開発が急激に縮小され、大きく減少しています。  

 制御分野では、航空関連、発電・プラント関連は、前期から継続して安定受注できております。  

 半導体洗浄装置は、顧客の受注が好調なことを受けて、徐々に案件が出始めました。  

 尚、FA関連は、顧客の開発費抑制が続いており、公共関連も予算執行が凍結された状態が続いています。  

 組込み分野では、携帯電話関連は、FOMAのアプリ開発・評価業務共に大きく減少しました。  

 しかし、事務機器向けOS関連を含めた次世代複合機の開発、及び自動車向けOS関連業務は受注が継続・拡大し

ています。  

 こうしたことから受注残高は、793百万円と前年同期比8.5％の減少となりました。  

 内訳として、通信分野は114百万円で前年同期比61.2％の大幅な減少、制御分野は337百万円で前年同期比

56.9％の大幅な増加、組込み分野は340百万円で前年同期比4.2％の微減少となっております。  

 以上のことから、制御分野の受注は回復基調にあり、組込み分野は減少傾向に歯止めが見受けられるものの、

通信分野は依然として厳しい状況が続いています。 

  

③ユビキタス事業  

 重点施策として、「ユビキタス・ネットワーク技術」を中核として、多種・異種の技術を融合した製品、技術

サービス、システムの提供を通じて、ソリューション事業の「儲かりモデル」を構築する活動を展開しました。 

 こうしたことから売上高は67百万円と金額的に小さいながらも、前年同期比1,586.3％と大幅な増収となりま

した。  

 主な状況としては、ZigBee無線を応用した計測システムを受注・開発し、顧客先での評価を実施中です。  

 又、RFID認証システムと照明・空調センサを組合わせたエコ・オフィス・システムを開発し、実証実験を開始

しました。  

 RFID応用製品、ZigBee、PLCとセンサを組合わせたセンサ・ネットワークに関する共同開発案件が増加しつつ

あるものの、大きな実需に繋がっていません。  

 こうしたことから受注残高は51百万円と前年同期比で大幅な増加となりましたが、未だ金額的には小さく、厳

しい状況に変わりありません。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の貸借対照表の「資産合計」は、3,115百万円と前事業年度末に比べ41百万円増加と

なりました。  

 その内訳として、次の通りであります。  

 「流動資産」は、2,033百万円と前事業年度末に比べ53百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、受取手形及び売掛金が966百万円と前事業年度末に比べ396百万円減少した一方で、現

金及び預金が645百万円と前事業年度末に比べ373百万円増加、仕掛品が171百万円と前事業年度末に比べ62百万

円増加したことによります。  

 「固定資産」は、1,082百万円と前事業年度末に比べ12百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、減価償却等により有形固定資産が563百万円と前事業年度末に比べ4百万円減少したこ

とによります。  

 又、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響等により、投資その他の資産が493百万円と前事業年度末に比べ7

百万円減少したことによります。  

 一方、「流動負債」は、822百万円と前事業年度末に比べ54百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、内製化の推進により買掛金が209百万円と前事業年度末に比べ37百万円減少、未払法

人税等が3百万円と前事業年度末に比べ55百万円減少、賞与引当金が131百万円と前事業年度末に比べ113百万円

減少した一方で、未払金が358百万円と前事業年度末に比べ262百万円増加したことによります。  

 「固定負債」は、640百万円と前事業年度末に比べ12百万円増加しました。  

 主な変動要因としては、退職給付引当金が570百万円と前事業年度末に比べ13百万円増加したことによりま
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す。  

 尚、役員退職慰労金制度の廃止により役員退職慰労引当金が前事業年度末に比べ67百万円減少しております

が、その額を長期未払金に振り替え、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 これにより、「負債合計」は、1,463百万円と前事業年度末に比べ67百万円増加しました。  

 「純資産」は、1,652百万円と前事業年度末に比べ26百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、利益剰余金が1,018百万円と前事業年度末に比べ26百万円減少したことによります。 

 以上の結果、「自己資本比率」は、53.0％と前事業年度末に対して1.6ポイント悪化しております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期比166百万円増加し、当第１四半期会計期

間末には645百万円となりました。  

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。  

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、373百万円の増加（前年同期は468百万円の増加）となりました。 

 この主な要因としては、賞与引当金の減少により113百万円減少、たな卸資産の増加により66百万円減少、 法

人税等の支払額により52百万円の減少となった他、税引前四半期純損失が25百万円となり、一方では、売上債権

の減少により396百万円増加、退職給付引当金の増加により13百万円増加したことによります。 

 尚、役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、役員退職慰労引当金の減少により67百万円減少すると共に、

長期未払金の増加により67百万円増加しております。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、０百万円の増加（前年同期は４百万円の減少）となりました。 

 主な変動要因はありません。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、０百万円の減少（前年同期は25百万円の減少）となりました。  

 主な変動要因はありません。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期 第２四半期以降の事業環境の見通しですが、当社では、日銀短観や機械受注統計等から、日

本経済の先行きに不透明感が強まってきていると見ています。  

 欧州のソブリンリスク（政府債務の信認危機）問題と、主要輸出先である米中景気の先行きに対して警戒感が

広がりつつあり、国内外の経済対策や財政政策の効果が薄まる年後半以降は、需要先食いの反動が危惧されま

す。  

 更に、先進国の財政引き締めの悪影響やいき過ぎた円高は、輸出企業の業績を悪化させることに繋がり、国内

景気は予断を許さない状況にあります。  

 情報サービス産業や当社の主要顧客の状況を見ると、伸長が期待できる環境対策や新規製品の生産等に投資を

集中させて、積極的に増収を狙う動きがある一方で、先延ばしにしてきた設備の更新投資についても、業績推移

を確認したうえで判断する、若しくは、減価償却の範囲内で実施といった声があり、投資に対して積極姿勢に転

じた訳ではなさそうであります。 

  

 このような環境下において、次の諸策に取組みます。  

 事業関連として、ビジネス事業とエンジニアリング事業においては「基盤事業の整備・拡充」に取組みます。 

 新規顧客の開拓及び新規案件への引合い対応強化に向けて事業部間の連携強化に取組みます。  

 又、既存重点顧客の動向（業績推移、投資執行時期）を注視してタイムリーな提案営業に取組みます。  

 次に、新しいソリューションの創造により、提案型ビジネス・スタイルへの変革に取組みます。  

 更に、プロジェクトの開発・保守工程を中心に、オフショア発注による委託構成比の引上げに取組みます。  

 ユビキタス事業においては、「事業モデルの確立」に取組みます。  

 まず、研究開発投資により商品化の推進を加速します。  

 又、保有技術の組合せと利用用途の拡大提案により共同開発先の開拓に取組みます。  

 更に、ハードウェア対応の品質マネジメント・システム認証取得に向けて、マニュアル作成に取組みます。  

 コーポレート関連として、ＰＭＰ資格保有の支援強化と、有資格者を中心にプロジェクト管理者の育成・拡大

を図ります。 

 次に、プロジェクトの受注・進捗に応じたリスク管理を徹底し、利益率の向上に取組みます。  

 又、コスト効率化の推進により、原価・販売管理費の抑制に取組みます。  

  

 株主還元策として、配当性向を30％以上を目処として、年間配当計画２回の基本方針に基づき、平成23年３月

期は、１株につき年間15円（中間配当７円、期末配当８円）を予定しています。  
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 以上のことから、平成23年3月期の第２四半期累計期間の業績見通しは、第１四半期末の受注残を勘案して、

期初予想通りと見込んでおります。  

 売上高は3,529百万円と前年同期比7.9％の増収となる見通しであります。  

 営業利益は12百万円と前年同期比67.2％の増益、経常利益は10百万円と前年同期比21.4％の増益、四半期純利

益は５百万円と前年同期比57.8％の増益を見込んでいます。 

  

 平成23年３月期の通期の業績見通しは、期初予想通りと見込んでおります。  

 売上高は7,200百万円と前年同期比9.3％の増収となる見通しであります。  

 営業利益は90百万円と前年同期比49.5％の増益、経常利益は120百万円と前年同期比104.4％の増益、当期純利

益は70百万円と前年同期比154.3％の増益を見込んでいます。  

 尚、特別利益・損失につきましては、特段の追加発生を見込んでおりません。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しております。 

  

②．棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法を採用しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法を採用しております。 

  

③．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を採用

しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法を採用しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ 千円増加しております。 

 又、適用初年度の期首において、前期以前の負担に属する金額を当期の損失（特別損失）として計上したことか

ら、税引前四半期純損失は、 千円増加しております。 

 尚、当会計基準等の適用開始による敷金及び保証金の変動額は、 千円であります。 

  

  

２．その他の情報

257

12,848

12,590
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 645,450 272,284

受取手形及び売掛金 966,719 1,363,622

商品及び製品 18 18

仕掛品 171,404 109,324

原材料及び貯蔵品 25,183 20,798

その他 226,850 216,760

貸倒引当金 △2,320 △3,272

流動資産合計 2,033,306 1,979,535

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 192,800 197,247

有形固定資産合計 563,969 568,416

無形固定資産 24,726 24,852

投資その他の資産 493,824 501,690

固定資産合計 1,082,520 1,094,959

資産合計 3,115,826 3,074,495

負債の部   

流動負債   

買掛金 209,592 247,351

未払金 358,278 96,148

未払法人税等 3,985 59,393

賞与引当金 131,926 245,000

工事損失引当金 2,874 5,049

その他 115,554 114,340

流動負債合計 822,212 767,282

固定負債   

退職給付引当金 570,233 556,884

役員退職慰労引当金 － 67,360

その他 70,728 3,753

固定負債合計 640,961 627,998

負債合計 1,463,173 1,395,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 1,018,783 1,045,344

自己株式 △70,642 △70,642

株主資本合計 1,652,653 1,679,214

純資産合計 1,652,653 1,679,214

負債純資産合計 3,115,826 3,074,495
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,570,116 1,487,669

売上原価 1,310,149 1,196,715

売上総利益 259,967 290,954

販売費及び一般管理費 317,397 310,115

営業損失（△） △57,430 △19,161

営業外収益   

受取利息 13 5

保険返戻金 777 7,658

保険取扱手数料 628 585

雑収入 504 248

営業外収益合計 1,923 8,498

営業外費用   

支払利息 94 14

売上債権売却損 1,343 1,971

コミットメントフィー 750 660

雑損失 58 －

営業外費用合計 2,246 2,646

経常損失（△） △57,753 △13,309

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,218 952

特別利益合計 1,218 952

特別損失   

投資有価証券評価損 304 －

固定資産除却損 161 －

保険積立金解約損 3,593 1,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

特別損失合計 4,060 13,596

税引前四半期純損失（△） △60,594 △25,953

法人税等 606 607

四半期純損失（△） △61,200 △26,561
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △60,594 △25,953

減価償却費 17,906 7,293

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,218 △952

賞与引当金の増減額（△は減少） △148,987 △113,073

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,099 13,348

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,830 △67,360

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6,786 △2,174

受取利息及び受取配当金 △13 △5

保険返戻金 － △7,658

支払利息 94 14

有形固定資産除却損 161 －

投資有価証券評価損益（△は益） 304 －

保険解約損益（△は益） 3,593 1,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,590

売上債権の増減額（△は増加） 451,419 396,903

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,363 △66,464

前払費用の増減額（△は増加） △8,289 △13,509

仕入債務の増減額（△は減少） △93,871 △37,758

前受金の増減額（△は減少） △3,853 7,800

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,136 7,043

長期未払金の増減額（△は減少） － 67,420

その他 302,117 247,005

小計 469,257 425,515

利息及び配当金の受取額 － 6

利息の支払額 △94 △14

法人税等の支払額 △871 △52,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,291 373,232

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 △4,694 △1,060

無形固定資産の取得による支出 － △2,720

投資有価証券の取得による支出 － △500

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,728

保険積立金の解約による収入 6,854 1,716

その他 △6,709 1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,548 365

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △25,320 △72

その他 △424 △358

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,744 △431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 437,998 373,166

現金及び現金同等物の期首残高 40,507 272,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 478,505 645,450
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 該当事項はありません。 

  

  

（追加情報）  

 当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位の内、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価する為に、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社が営む事業は、内部管理上採用している次の３つの事業領域（事業）で取り組んでおり、報告セグメ

ントとしております。 

 ビジネス事業では、企業情報システムや顧客が提供するサービスのシステム化を開発しております。 

 エンジニアリング事業では、社会インフラのシステム構築や顧客の製品開発を受託しております。 

 ユビキタス事業では、ユビキタス・ソリューションの開発やこれを商品化した製品の販売をしておりま

す。  

  

２．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：千円）

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△138,174千円は全社費用であり、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

 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）セグメント情報等

  
ビジネス 

事業 

エンジニア

リング事業

ユビキタス

事業 
計 

調整額 

（注）１ 

四半期損益 

計算書計上額

（注）２ 

 売上高      

 外部顧客への売上高 755,790 664,107 67,771 1,487,669 ─ 1,487,669

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 755,790 664,107 67,771 1,487,669 ─ 1,487,669

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
81,586 83,760 △8,010 157,336 △138,174 △19,161

（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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