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1. 平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日）

（注）当社は、第３四半期の業績開示を当連結会計年度より行っているため、平成22年2月期第３四半期の数値の記載及び前年同四半期との対比は行っ
ておりません。

(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 ％

23年2月期第3四半期 6,802 ― 2,884 ― 3,114 ― 1,741 ―
22年2月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2月期第3四半期 51.03 ―
22年2月期第3四半期 ― ―

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2月期第3四半期 9,464 6,101 64.5 175.50
22年2月期 7,496 4,568 60.9 134.50

（参考） 自己資本 23年2月期第3四半期 6,101百万円 22年2月期 4,568百万円

2. 配当の状況

（注）当四半期における配当予想の修正有無 有

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2月期 ― 0.00 ― 7.93 7.93
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期
（予想） 27.00 27.00

配当金の内訳 記念配当 10円80銭

3. 平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無 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 8,665 11.5 3,170 32.0 3,400 40.0 1,876 39.3 54.71



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 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連結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。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。

(4) 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レビュー手続きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※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。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等について
は、四半期決算短信（添付資料）の３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 34,768,172株 22年2月期 33,968,172株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q ―株 22年2月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 34,131,081株 22年2月期3Q ―株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、着実に持ち直していた景気も足踏み状態となっており、失業

率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。また、企業収益及び企業の業況判断は改善し、設備投資

も持ち直しており、ソフトウェア投資も回復することが見込まれますが、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株

価の変動などによりさらなる景気の下押しリスクが存在しており、依然として厳しい事業環境が続いております。

このような中、当社におきましては、平成21年11月の持株会社体制移行後強化してまいりました製販一体となっ

たグループマネジメントの一環としまして、平成22年５月に当社、販売会社であるウイングアークテクノロジーズ

株式会社、及びSVFの開発会社である株式会社エフ・アイ・ティの３社の本店を同一ビルに統合しております。こ

れにより、グループ内のコミュニケーションの活発化、ユーザーからの問い合わせに対するレスポンスの改善等を

図ってまいります。 

営業面においては、公的機関の大型案件及び当該案件に付随する案件を受注したこともありますが、全般的に厳

しい事業環境の中でも、業績の改善を背景に投資を再開する企業もみられるようになっており、こうした投資余力

のある企業の案件を取り込むことで、売上高は堅調に推移いたしました。 

費用面においては、前連結会計年度より取組んでおりますコスト抑制のための施策は継続しており、外注費や広

告宣伝費等は抑制しておりますが、今後の業容拡大に向けた人材の確保等のために人件費は増加傾向にあります。

このような形で、継続的に見直しを行うことにより、バランスのとれたコスト構造を目指しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,802,564千円、営業利益は2,884,229千円、経常利益は

3,114,139千円、四半期純利益は1,741,838千円となりました。 

当社グループの販売する製品及びサービス別の業績は、次のとおりであります。 

① ソフトウェアプロダクト売上高 

ソフトウェアプロダクト売上高は3,758,938千円となりました。主要製品別の業績は次のとおりであります。 

(a）「SVF」シリーズ 

前連結会計年度より取り組んでおりました公的機関の大型案件および当該案件に付随する案件を受注した

ことにより、堅調に推移しております。リーマンショック以降の設備投資削減によるシステム開発案件の延

期・中止の影響につきましても下げ止まり感が出ており、案件としては多くないものの比較的大型の受注案

件もみられる等、全般的な基調としても好転しつつあります。SVFシリーズの売上高は3,002,767千円となり

ました。 

(b）「Dr.Sum」シリーズ 

これまでに構築したシステムに蓄積された情報を有効活用しようとするニーズは引続き高く、BI（ビジネ

スインテリジェンス）ツールへの関心につきましても、厳しい事業環境の中においては比較的高いものがあ

ると認識しております。前連結会計年度において取り組んでおりました見込案件数増加のためのマーケティ

ング施策の効果もあり、既存のユーザーの更新需要を取込み、売上高は堅調に推移しております。 

また、新製品として、閲覧したい情報に効率良くアクセスするためにチャートや画像データを自由に画面

上で配置することができるダッシュボード製品「Dr.Sum EA MotionBoard」の発売を開始しております。 

この結果、Dr.Sumシリーズの売上高は746,746千円となりました。 

(c）その他 

「その他」製品については、StraFormシリーズを中心に、引続き他社へのOEM提供を含めた拡販に努めて

おります。その結果、「その他」製品の売上高は9,424千円となりました。 

  

② 保守売上 

当社グループは、各製品の保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。各製品の累計出荷数

の増加とともに、保守売上は増加傾向にあります。また、保守契約更新のための組織体制を強化することによ

り、売上増加に努めております。その結果、保守売上の売上高は2,838,667千円となりました。 

  

③ その他 

導入支援、トレーニング等の付随サービスの売上高を、当社グループの収益源の一つとして確立すべく、サー

ビスメニューの見直しを含めた拡販施策の検討を進めております。SVFに関連したものとしまして、ユーザーで

使用されている各種帳票について、SVF購入時に導入をスムーズに進めるための支援を実施する等のサービスに

も注力しております。また、Dr.Sumにつきましては、比較的小型の案件で早期の立上げを望まれるユーザーをメ

インターゲットとして、当社が直接システムの設計開発を実施するサービスを開始しました。これらの結果、そ

の他の売上高は204,958千円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結累計期間末における総資産は9,464,693千円であり、前連結会計年度末と比較して1,968,533千

円増加しました。流動資産は現金及び預金の増加等により2,804,908千円増加し、6,851,157千円となり、固定資産

は長期預金や投資その他の資産のその他に含まれる敷金及び保証金の減少等に伴い836,375千円減少し、2,613,535

千円となりました。 

負債は、前受金の増加等に伴い、前連結会計年度末と比較して435,447千円増加し、3,363,018千円となりまし

た。 

純資産は6,101,675千円であり、前連結会計年度末と比較して1,533,085千円増加しました。これは、配当の実施

により269,367千円減少した一方で、四半期純利益を1,741,838千円計上した結果によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ2,235,798千円増加し、期間末残高は4,758,656千円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、1,981,848千円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期

純利益2,924,987千円であり、資金の主な減少要因は、法人税等の支払額1,359,683千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、465,073千円となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による

収入336,000千円、保険積立金の払戻による収入253,011千円等であり、資金の主な減少要因は、定期預金の預入

による支出239,000千円、有形固定資産の取得による支出149,894千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、208,567千円となりました。資金の減少要因は、配当金の支払額269,367千円

であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

リーマンショック以降の設備投資抑制によるシステム開発案件の延期・中止の影響に下げ止まり感が出ており、

ソフトウェア投資の動向もやや回復傾向にあるものと認識しております。 

 このような事業環境のなか、帳票開発ツール「Super Visual Formade」シリーズに関しましては、上期において

公的機関の大型案件を受注しておりますが、第３四半期に入ってからも当該案件に関連する案件を受注する等、公

的機関向けの案件を中心として、想定を上回る堅調なペースで売上高が推移しております。また、システム投資の

中でも、企業の競争力強化に繋がる情報活用に対する投資意欲は比較的高く、BI（ビジネスインテリジェンス）ツ

ール「Dr.Sum EA」シリーズも、想定を上回る堅調なペースで売上高が推移しております。 

このような状況のもと、通期の業績見通しにつきましては、連結売上高8,665百万円、連結営業利益3,170百万

円、連結経常利益3,400百万円、連結当期純利益1,876百万円を見込んでおります。なお、上記の業績予想は前回公

表値から修正しております。詳細につきましては、本日公表しました「業績予想および配当予想の修正に関するお

知らせ」をご参照下さい。 

  

（注）業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える

不確実な要因に係る仮定を前提としております。今後実際の業績は、経済の状況、競合の状況等、様々な

要因により、上記業績予想と大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

  

（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概要 

①簡便な会計処理  

 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）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  

 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、工事完成基準を適用しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「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）を適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した受注制作ソフトウェア開発のうち、当第３四半期連結会計期間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契約については工事進行基準（進捗率の見積もりは原価比例法）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。この変更による損益への影響はありません。  

   

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,504,656 2,765,857

受取手形及び売掛金 611,166 775,319

有価証券 － 100,320

仕掛品 790 2,160

原材料 3,053 4,545

その他 737,647 407,183

貸倒引当金 △6,155 △9,137

流動資産合計 6,851,157 4,046,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 645,318 620,308

機械装置及び運搬具（純額） 1,952 －

工具、器具及び備品（純額） 66,418 69,254

土地 1,245,504 1,230,617

有形固定資産合計 1,959,193 1,920,180

無形固定資産   

のれん 57,463 82,609

ソフトウエア 86,733 97,570

その他 14,643 11,056

無形固定資産合計 158,840 191,236

投資その他の資産   

長期預金 － 600,000

その他 497,290 740,489

貸倒引当金 △1,789 △1,995

投資その他の資産合計 495,501 1,338,494

固定資産合計 2,613,535 3,449,911

資産合計 9,464,693 7,496,160
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,686 65,825

未払法人税等 756,174 779,877

賞与引当金 255,562 175,917

前受金 1,708,000 1,318,488

その他 406,033 419,487

流動負債合計 3,209,457 2,759,596

固定負債   

役員退職慰労引当金 33,716 33,716

その他 119,844 134,257

固定負債合計 153,560 167,974

負債合計 3,363,018 2,927,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 133,124 102,724

資本剰余金 1,590,909 1,560,509

利益剰余金 4,377,779 2,905,308

株主資本合計 6,101,814 4,568,543

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △138 46

評価・換算差額等合計 △138 46

純資産合計 6,101,675 4,568,589

負債純資産合計 9,464,693 7,496,160
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 6,802,564

売上原価 1,099,734

売上総利益 5,702,830

販売費及び一般管理費 2,818,600

営業利益 2,884,229

営業外収益  

受取利息 2,719

受取配当金 13

保険返戻金 218,906

匿名組合投資利益 3,179

その他 7,689

営業外収益合計 232,508

営業外費用  

為替差損 2,598

営業外費用合計 2,598

経常利益 3,114,139

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,186

特別利益合計 3,186

特別損失  

固定資産除却損 100,250

本社移転費用 78,874

その他 13,214

特別損失合計 192,339

税金等調整前四半期純利益 2,924,987

法人税、住民税及び事業税 1,337,151

法人税等調整額 △154,002

法人税等合計 1,183,149

四半期純利益 1,741,838
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 2,184,166

売上原価 387,277

売上総利益 1,796,889

販売費及び一般管理費 931,378

営業利益 865,510

営業外収益  

受取利息 425

匿名組合投資利益 1,107

助成金収入 1,244

その他 82

営業外収益合計 2,859

営業外費用  

為替差損 189

営業外費用合計 189

経常利益 868,180

特別利益  

貸倒引当金戻入額 249

特別利益合計 249

特別損失  

関係会社清算損 13,214

特別損失合計 13,214

税金等調整前四半期純利益 855,214

法人税、住民税及び事業税 356,076

法人税等調整額 △26,145

法人税等合計 329,930

四半期純利益 525,283
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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 2,924,987

減価償却費 92,623

のれん償却額 25,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,186

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,645

匿名組合投資損益（△は益） △3,179

受取利息及び受取配当金 △2,733

為替差損益（△は益） 2,556

保険返戻金 △218,906

固定資産除却損 54,800

売上債権の増減額（△は増加） 164,152

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,861

仕入債務の増減額（△は減少） 17,860

前受金の増減額（△は減少） 389,512

その他 △191,527

小計 3,334,612

利息及び配当金の受取額 2,694

法人税等の支払額 △1,359,683

法人税等の還付額 4,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,981,848

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 △239,000

定期預金の払戻による収入 336,000

有形固定資産の取得による支出 △149,894

無形固定資産の取得による支出 △31,168

出資金の払込による支出 △46,605

保険積立金の積立による支出 △1,925

保険積立金の払戻による収入 253,011

有価証券の売却及び償還による収入 100,000

敷金及び保証金の回収による収入 244,652

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 465,073

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △269,367

新株予約権の行使による株式の発行による収入 60,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,235,798

現金及び現金同等物の期首残高 2,522,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,758,656
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 当グループはソフトウェアの開発及び販売を業として単一事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がな

いため、該当事項はありません。 

  

〔所在別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 該当事項はありません。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、第一回Ａ種新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ

22,800千円増加、第一回Ｃ種新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ7,600千円増加し、当第３

四半期連結会計期間末において資本金が133,124千円、資本準備金が1,590,909千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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