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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※前四半期については、連結財務諸表を作成しているため、前四半期の各数値は連結会社の数値を記載しており、また当四半期の対前年同四半期増減
率は記載しておりません。 
※前四半期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期連結財務諸表を作成しているため、前四半期の対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 293 ― △26 ― △25 ― △9 ―
21年3月期第1四半期 343 ― △65 ― △65 ― △36 ―

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3月期第1四半期 △175.23 ―
21年3月期第1四半期 △632.01 ―

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3月期第1四半期 2,842 2,194 77.2 38,319.62
21年3月期 2,329 2,204 94.3 38,339.62

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,194百万円 21年3月期  2,196百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 350.00 350.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 
累計期間

650 △10.6 △20 ― △20 ― △10 ― △174.51

通期 1,800 6.7 180 85.1 180 71.6 100 ― 1,745.11
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4.  その他 
(1) 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  有  

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

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第1四半期 59,552株 21年3月期  59,152株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,279株 21年3月期  1,849株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 57,015株 21年3月期第1四半期 58,329株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年5月14日発表の平成22年3月期個別業績予想は、修正しておりません。 
２．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。 
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当第1四半期累計期間において国内経済は、6月の景気動向先行指数が過去最大の上昇率（2.9ポイント高）を見せる

など景気の底打ち期待が高まったものの、一方で企業倒産件数や失業率の悪化には歯止めがかかっておらず、全体感

として行き過ぎた景気悪化のゆりもどしの域を脱しきれない先行き不透明な状態が継続しています。当社の属する情

報サービス業界でも、前述の景況感を反映して顧客企業のIT投資の減速・低迷は続いております。顧客企業のCIO

（最高情報責任者）や情報システム部門等のIT関連部門の業務内容も人員削減・外部委託の減少を背景として社内業

務調整とコスト削減に比重を置く傾向にあり、このような背景に基づくコンサルティング需要の比重が高まりつつあ

ります。 

このような経営環境の下で、当第1四半期累計期間の当社の経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項を事業の部門別に記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、前事業年度の第4四半期を底に顧客企業の需要が緩やかな回復傾向にあ

り、特に公共系、情報通信企業からの堅調なリピートオーダーに加え航空・商社等の顧客からの新規発注が加わ

ったことから、当該事業の当第1四半期累計期間の売上高は265,114千円となりました。 

  

②ソフトウェア事業については、主力製品である流通BMS（ビジネスメッセージ標準）市場向けのUMLaut/J-XML

（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）関連事業が、ライセンス保守収益の順調な積み上げに加え、前事業年

度で受注したソリューション案件が順調に進んだことから、当該事業の当第1四半期累計期間の売上高は28,630

千円となりました。 

  

  

  ①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、主に余資運用のための有価証券取得により前事業年度末比512,221千円増加の2,842,028千円となりまし

た。また、負債（流動負債）についても主に有価証券取得に伴う未払金の増加により、前事業年度末比522,164千円

増加の647,298千円となりました。純資産は、主に四半期純損失（9,990千円）の計上により前事業年度末比9,943千

円減少の2,194,729千円となりました。 

  

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、前事業年度末比275,258千円増加の1,489,859千円となりま

した。 

  

  当第1四半期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） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純損失の計上（17,845千円）はあったものの、前事業

年度末の売掛金の回収等により、279,620千円の純収入となりました。 

  

（投資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・フローについては、主に無形固定資産等の購入により1,531千円の純支出となりまし

た。 

  

（財務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・フローについては、主に自己株式取得のための支出により、2,831千円の純支出となり

ました。 

   

  

当第1四半期累計期間の業績は計画を上回って推移しておりますが、顧客企業等のIT投資への姿勢が好転しておらず

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

売上高 千円 293,744

営業損失 千円 26,451

経常損失 千円 25,493

四半期純損失 千円 9,990

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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予断を許さないことから、平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました業績予想

に変更はありません。 

  

  

 税金費用については、当第1四半期累計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（１）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

（２）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
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５．四半期財務諸表 
（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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,290,305 715,633

売掛金 194,502 549,221

有価証券 697,258 498,967

仕掛品 92,951 24,648

その他 168,971 156,502

貸倒引当金 △222 △222

流動資産合計 2,443,768 1,944,750

固定資産   

有形固定資産 21,857 23,890

無形固定資産 5,600 4,735

投資その他の資産   

投資有価証券 235,813 211,581

その他 134,988 144,848

投資その他の資産合計 370,802 356,430

固定資産合計 398,260 385,056

資産合計 2,842,028 2,329,806

負債の部   

流動負債   

未払金 515,927 17,939

未払費用 27,226 20,222

賞与引当金 42,766 43,071

受注損失引当金 5,009 2,582

品質保証引当金 4,891 6,521

その他 51,477 34,798

流動負債合計 647,298 125,133

負債合計 647,298 125,133

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,285 810,285

資本剰余金 1,154,664 1,150,664

利益剰余金 291,016 306,737

自己株式 △59,965 △51,018

株主資本合計 2,200,000 2,216,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,320 △19,692

評価・換算差額等合計 △5,320 △19,692

新株予約権 50 7,697

純資産合計 2,194,729 2,204,673
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債純資産合計 2,842,028 2,329,806
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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）

当第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) 

売上高 293,744

売上原価 201,570

売上総利益 92,173

販売費及び一般管理費 118,625

営業損失（△） △26,451

営業外収益  

受取利息 1

有価証券利息 1,164

受取配当金 428

その他 0

営業外収益合計 1,594

営業外費用  

株式交付費 24

自己株式取得費用 611

営業外費用合計 635

経常損失（△） △25,493

特別利益  

新株予約権戻入益 7,647

特別利益合計 7,647

税引前四半期純損失（△） △17,845

法人税等 △7,854

四半期純損失（△） △9,990
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △17,845

減価償却費 2,698

新株予約権戻入益 △7,647

受取利息及び受取配当金 △429

賞与引当金の増減額（△は減少） △304

品質保証引当金の増減額（△は減少） △1,630

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,427

売上債権の増減額（△は増加） 354,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,302

その他の資産の増減額（△は増加） △1,841

未払金の増減額（△は減少） 283

未払費用の増減額（△は減少） 7,004

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△1,598

その他の負債の増減額（△は減少） 12,833

小計 280,365

利息及び配当金の受取額 429

法人税等の支払額 △1,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,620

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 △257

無形固定資産の取得による支出 △1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,531

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 8,000

自己株式の取得による支出 △8,946

配当金の支払額 △1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,214,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,489,859
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（参考）四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 343,214

売上原価 250,098

売上総利益 93,116

販売費及び一般管理費 158,153

営業損失（△） △65,036

営業外収益  

受取利息 31

有価証券利息 944

還付消費税等 313

その他 18

営業外収益合計 1,308

営業外費用  

自己株式取得付随費用 1,329

その他 39

営業外費用合計 1,369

経常損失（△） △65,097

特別利益  

新株予約権戻入益 1,475

特別利益合計 1,475

特別損失  

固定資産除却損 449

特別損失合計 449

税金等調整前四半期純損失（△） △64,070

法人税等 △18,123

少数株主損失（△） △9,082

四半期純損失（△） △36,864
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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損失（△） △64,070

減価償却費 10,703

のれん償却額 944

株式報酬費用 1,865

新株予約権戻入益 △1,475

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,194

品質保証引当金の増減額（△は減少） 9,277

受注損失引当金の増減額（△は減少） 21,610

受取利息 △31

有価証券利息 △944

固定資産除却損 449

売上債権の増減額（△は増加） 415,456

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,953

その他の資産の増減額（△は増加） 8,379

未払金の増減額（△は減少） △4,950

未払費用の増減額（△は減少） 5,686

その他の負債の増減額（△は減少） 26,961

小計 308,715

利息及び配当金の受取額 976

法人税等の支払額 △72

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,618

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 △2,515

無形固定資産の取得による支出 △114

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,629

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 160

自己株式の取得による支出 △13,682

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,466

現金及び現金同等物の期首残高 1,339,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,633,135
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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