
1  

 
 

 平成 22 年９月 29 日  

各 位 

東京都新宿区新宿三丁目１番 13 号 

キーウェアソリューションズ株式会社 

代表取締役社長  中島 哲二 

（コード番号：3799 東証第二部） 

問い合わせ先 執行役員経営企画室担当 宇津木 淳克 

（電話 03-5369-1118） 

 

 

特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 

  当社は、平成 23 年３月期（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日）の第２四半期において、下記

のとおり特別損失を計上する見込みとなりましたので、その概要をお知らせいたします。 

 また、最近の業績動向および特別損失の発生の影響を踏まえ、平成 22 年５月 13 日付で公表しました

業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 
 

記 
 
 
 
１．特別損失の計上について 

 当社は、平成 22 年３月 31 日付公表の「業務用ソフトウェア不正使用に関する調査依頼の受信につい

て」の件につき、本日開催の取締役会において、ビジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）の参

加企業との間で、当社が和解金 197,165,214 円を支払う和解契約を締結することを決議いたしました。 

 当社は、ソフトウェアライセンスの利用について認識の違いが判明いたしましたので、現状のソフト

ウェア管理・運用レベルの更なる精度の向上をはかるべく、ソフトウェア資産管理システムの導入・教

育の徹底等を実施してまいります。 

 

２．平成 23 年３月期連結業績予想数値の修正 
 

（1）第２四半期累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 

                                      （単位：百万円） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

1 株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 22 年５月 13 日発表） 
７，３２０ ６０ ２６ １４３ １５円７０銭

今回修正予想（Ｂ） ７，６００ △２０ △２０ △２９７ △３２円６０銭

増減額（Ｂ－Ａ） ２８０ △８０ △４６ △４４０ ―

増減率（％） ３．８ ― ― ― ―

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 22 年３月期第２四半期） 
８，３０３ △６９６ △６８９ △７１４ △７８円４５銭
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（2）通期（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

                                      （単位：百万円） 

３．平成 23 年３月期個別業績予想数値の修正 
 

（1）第２四半期累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

 

（2）通期（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
（単位：百万円） 

 

４．修正の理由 
 
（1）第２四半期累計期間 

① 売上高、営業利益および経常利益 

    緊急経済対策を始めとする政策の効果などを背景に、景気は緩やかに回復傾向にあるものの、

国内の雇用情勢は依然として厳しく、また急激な円高、株安、そして欧米を中心とした景気の下

振れ懸念などにより、主要企業は設備投資を抑制する傾向にあり、IT 投資に対する姿勢も依然と

して厳しい状況が続いております。 

    このような状況のもと、当社グループは、システム開発の効率化や固定費ならびに販管費等の

コスト圧縮に努め、社員の稼動と売上高を確保すべく顧客企業からの低価格化に対する強い要望

に応えたことにより、連結、個別ともに売上高は前回予想を上回る見込みであります。しかしな

がら、収益への影響を吸収するには至らず、連結における営業利益、経常利益につきましては前

回予想を下回る見込みであります。個別につきましては、営業利益は前回予想を下回るものの、

経常利益は連結子会社からの受取配当金等の計上により前回予想を上回る見込みであります。 

   

 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 22 年５月 13 日発表） 
１６，８５０ ５００ ４６０ ５１４ ５６円４２銭

今回修正予想（Ｂ） １６，８５０ ５００ ４６０ ２２７ ２４円９２銭

増減額（Ｂ－Ａ） ０ ０ ０ △２８７ ―

増減率（％） ０.０ ０.０ ０.０ △５５．８ ―

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年３月期） 
１７，１９７ △５４６ △４８２ △８５４ △９３円８５銭

 
売 上 高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

1 株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 22 年５月 13 日発表） 
５，１８０ ７０ ５３ １６５ １８円１１銭

今回修正予想（Ｂ） ５，４５０ １５ １９５ △６８ △７円４６銭

増減額（Ｂ－Ａ） ２７０ △５５ １４２ △２３３ ―

増減率（％） ５．２ △７８．６ ２６７．９ ― ―

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 22 年３月期第２四半期） 
５，８８４ △５７４ △５３０ △５３４ △５８円６８銭

 
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 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 22 年５月 13 日発表） 
１２，０００ ４２０ ３７０ ４２２ ４６円３２銭

今回修正予想（Ｂ） １２，０００ ４２０ ５６０ ３５４ ３８円８６銭

増減額（Ｂ－Ａ） ０ ０ １９０ △６８ ―

増減率（％） ０.０ ０.０ ５１．４ △１６．１ ―

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年３月期） 
１２，４１５ △４７３ △４３５ △６８４ △７５円１３銭
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② 四半期純利益 

    業務用ソフトウェア使用にかかる和解金の支払いにともなう特別損失の計上等により、前回予

想を下回る見込みであります。 

 

（2）通期 

当社グループがおかれている事業環境は依然として厳しい状況ではありますが、今期より新たに

スタートした３ヵ年中期経営計画の施策を確実に実施し、サービス事業の拡大など質的転換に積極

的に取り組んでまいります。しかしながら、第２四半期累計期間における特別損失計上の影響を吸

収するに至らず、上記のとおり当期純利益を修正いたします。 

 

 

※本資料に掲載している業績予想は、現時点で得られた情報に基づき算定しており、リスクや不確定要

素を含んでいるため、実際の業績と異なる可能性があります。 
 

以上  


