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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年12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6月期第2四半期 383 △4.2 △72 ― △84 ― △87 ―
21年6月期第2四半期 400 ― △128 ― △143 ― △141 ―

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6月期第2四半期 △5,435.09 ―
21年6月期第2四半期 △8,726.59 ―

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6月期第2四半期 846 219 25.0 13,097.85
21年6月期 1,069 320 29.3 19,368.93

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  211百万円 21年6月期  313百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6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  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

通期 984 17.3 8 ― 2 ― 0 ― 0.00
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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、４ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。 

(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 
本資料に掲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仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項については、４
ページ【定性的情報・財務情報】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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6月期第2四半期 16,172株 21年6月期  16,172株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  0株 21年6月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 16,172株 21年6月期第2四半期 16,172株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部先行きの景況感に改善が見られるものの、円高の進行や消

費減退によるデフレの進行等々により事業環境は依然として厳しく、雇用情勢及び企業設備投資については低調に推

移しております。このような経済状況の下、当社グループの属するＩＴ関連業界についても、企業の投資抑制の傾向

が続いております。 

 こうした状況の中、当社グループは当第２四半期連結累計期間においては、期首に本事業年度の経営方針として、

掲げた下記の方針に沿って、事業展開を行ってまいりました。 

   ① KnowledgeMarketお客様基盤の強化と、カスタマーイン発想の機能向上 

   ② KnowledgeMerketお客様に対する付加サービスの提供 

   ③ マイクロソフトSharePoint市場でのポジション強化  

   ④ Realcom U.S., Inc.（以下、「Realcom US」という。）収益力強化 

   ⑤ グローバルシナジー追求 

 売上高については、前年同期比で下回ったものの、日米ともに既存顧客からの安定した収益を確保する一方で、米

国新規取組であるOEM事業において本格販売開始にむけたSI(インテグレーション)等からの収益を上げるなど、期首

計画比99%の達成となりました。営業損益、経常損益、純損益については、米国において営業体制強化のための費用

を積み増すなど、下期以降につながる先行投資を行いながらも、全体としては前年度のコスト削減による体質改善の

傾向を引き続き維持し、前年同期比で大幅な改善となるとともに、期首計画比においても赤字幅を圧縮することが出

来ました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は383,579千円（前年同期比4.2%減）、営業損失は72,646

千円（前年同期128,010千円）、経常損失は84,574千円（前年同期143,744千円）、四半期純損失は87,896千円（前年

同期141,126千円）となりました。 

  

 製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス  

 当社主力製品「KnowledgeMarket」の、既存のお客様への追加導入や、米国子会社Realcom USにおけるAskMe 

Enterprise及びAskMe for SharePointの導入があった他、子会社オージェテクノロジーにおける製品導入があった結

果、売上高は40,170千円（前年同期比66.4％増）となりました。 

  

２．システムインテグレーション  

 当社においては、ライセンス追加導入に伴う売上及び当社製品を導入している既存のお客様に対する売上がありま

した。また、米国子会社おいては、OEM事業本格販売に向けた製品インテグレーション等に係る売上及び既存のお客

様に対する売上がありました。結果、売上高は52,003千円（前年同期比42.3％減）となりました。 

  

３．ビジネスコンサルティング  

 当社において情報共有に関連するコンサルティングやＫＰＯ（ナレッジ・プロセス・アウトソーシング）案件を受

注した結果、売上高は139,056千円（前年同期比28.4％増）となりました。 

  

４．運用保守  

 主として既存のお客様の維持に努め、当社及び米国子会社において運用保守サービスを提供した結果、売上高は

149,539千円（前年同期比1.1％増）となりました。 

  

５．その他  

 ShapPoint関連事業におけるNintex社製品の売上等により、2,809千円（前年同期比90.6%減）となりました。  

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

リアルコム（株）　（3856）　平成22年６月期　第２四半期決算短信

-3-



(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、846,663千円であり、前連結会計年度末と比較して223,053千円減少し

ております。これは主に、現金及び預金の減少（153,564千円）、売掛金の減少（21,246千円）及びのれんの減少

（45,207千円）等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は627,114千円であり、前連結会計年度末と比較して122,014千円減少し

ております。これは主に、前受金の減少（53,890千円）、長期借入金の減少（60,196千円）等によるものでありま

す。なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、496,822千円となっております。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は219,549千円であり、前連結会計年度末と比較して101,038千

円減少しております。これは主に、利益剰余金の減少（87,896千円）及び為替換算調整勘定の減少（13,519千円）

によるものであります。 

(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動において

84,351千円の支出、投資活動において9,327千円の支出、財務活動において60,196円の支出となったことから、前

連結会計年度末に比べて153,486千円減少し、当第２四半期連結会計期間末には215,178千円となりました。 

 当第２四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）  

 営業活動の結果使用した資金は、84,351千円（前年同期は142,976千円の使用）となりました。主な増加要因

は、のれん償却額に伴う増加（26,299千円）、売上債権の減少（19,627千円）、減価償却費発生による増加

（8,652千円）、仕入債務の増加による増加（7,093千円）、為替差損の発生による増加（6,551千円）等であり、

主な減少要因は、税金等調整前第２四半期純損失の発生（84,587千円）、前受金の減少（53,154千円）、その他の

流動負債の減少（15,793千円）等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は、9,327千円（前年同期は336,458千円の増加）となりました。主な減少要因は従

業員に対する貸付（6,908千円）、有形固定資産の取得による支出（2,628千円）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、60,196千円（前年同期は86,004千円の増加）となりました。減少要因は、長期

借入金の返済による支出（60,196千円）であります。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間においては、ほぼ計画通りに進捗いたしました。また、通期に向けては、鋭意、売上案

件の積み上げ及び経費のコントロールを行っております。 

 このため現時点において平成21年６月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年

８月13日付の決算短信において発表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

 なお、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示いたします。   

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 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．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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①工事契約に関する会計基準の適用 

 ソフトウェアの請負開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、検収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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１

四半期連結会計期間に着手したソフトウェアの請負開発から、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（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契

約については検収基準を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

 当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において重要な営業損失、経常損失、当期純損失、重

要なマイナスの営業キャッシュフローを計上しました。また、当第２四半期連結累計期間においても、前年同期

と比して、改善はあるものの、営業損失、経常損失、四半期純損失、マイナスの営業キャッシュフローを計上し

ており、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象（以下「重要事象等」）が存在しております。 

 当該重要事象等を解消するために、前連結会計年度より経営方針に定めた経費削減による体質改善、コンサル

ティングサービスの強化等による収益改善に努め、さらに当連結会計年度は収益改善にむけた諸施策を実行して

いることから、当第２四半期連結累計期間においては継続企業としての前提に関して重要な不確実性は認められ

ないものと判断しております。 

       

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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21年12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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 237,020 390,584

売掛金 107,985 129,232

仕掛品 1,028 299

原材料及び貯蔵品 42 137

その他 26,066 21,722

貸倒引当金 △4,332 △1,450

流動資産合計 367,811 540,527

固定資産   

有形固定資産 23,098 24,475

無形固定資産   

のれん 419,153 464,360

その他 17,241 20,856

無形固定資産合計 436,394 485,216

投資その他の資産 19,358 19,498

固定資産合計 478,852 529,190

資産合計 846,663 1,069,717

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,377 1,284

短期借入金 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 120,392 120,392

未払法人税等 5,533 4,705

前受金 88,024 141,915

その他 28,158 44,005

流動負債合計 330,486 392,301

固定負債   

長期借入金 296,430 356,626

その他 198 201

固定負債合計 296,628 356,827

負債合計 627,114 749,129

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金 420,149 420,149

利益剰余金 △914,730 △826,834

株主資本合計 272,568 360,464

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △60,749 △47,229

評価・換算差額等合計 △60,749 △47,229

新株予約権 2,363 2,201

少数株主持分 5,367 5,152

純資産合計 219,549 320,588

負債純資産合計 846,663 1,069,717
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 400,273 383,579

売上原価 205,535 151,528

売上総利益 194,737 232,051

販売費及び一般管理費   

役員報酬 33,618 44,821

給料 82,874 51,522

支払手数料 48,359 36,967

研究開発費 62,042 47,308

減価償却費 30,971 29,321

その他 64,881 94,756

販売費及び一般管理費合計 322,748 304,698

営業損失（△） △128,010 △72,646

営業外収益   

受取利息 1,334 107

還付加算金 638 －

その他 683 41

営業外収益合計 2,656 148

営業外費用   

支払利息 5,308 3,857

為替差損 12,177 7,616

その他 903 603

営業外費用合計 18,389 12,076

経常損失（△） △143,744 △84,574

特別利益   

受取補償金 6,829 －

特別利益合計 6,829 －

特別損失   

固定資産売却損 34 12

特別損失合計 34 12

税金等調整前四半期純損失（△） △136,949 △84,587

法人税、住民税及び事業税 3,153 3,093

法人税等調整額 2,828 －

法人税等合計 5,982 3,093

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,805 214

四半期純損失（△） △141,126 △87,896
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12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損失（△） △136,949 △84,587

減価償却費 6,397 8,652

貸倒引当金の増減額（△は減少） 370 2,907

ソフトウエア償却費 8,968 －

のれん償却額 25,965 26,299

株式報酬費用 － 162

補償金の受取額 △6,829 －

有形固定資産売却損益（△は益） 34 12

為替差損益（△は益） 16,393 6,551

受取利息及び受取配当金 △1,334 △107

支払利息 5,308 3,857

売上債権の増減額（△は増加） △11,557 19,627

たな卸資産の増減額（△は増加） △266 △634

未収入金の増減額（△は増加） △8,614 △1,653

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,167 3,053

仕入債務の増減額（△は減少） 912 7,093

前受金の増減額（△は減少） △9,306 △53,154

未払費用の増減額（△は減少） △3,643 △22

未払金の増減額（△は減少） △35,637 △529

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,742 △15,793

小計 △138,215 △78,264

利息及び配当金の受取額 668 72

利息の支払額 △3,291 △4,046

法人税等の支払額 △2,138 △2,114

営業活動によるキャッシュ・フロー △142,976 △84,351

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 414,631 －

有形固定資産の取得による支出 △4,713 △2,628

有形固定資産の売却による収入 78 5

事業譲受による支出 △70,419 －

短期貸付けによる支出 － △6,908

従業員に対する貸付金の回収による収入 900 144

その他 △4,017 60

投資活動によるキャッシュ・フロー 336,458 △9,327

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 100,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △10,000 △80,000

長期借入金の返済による支出 △3,996 △60,196

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,004 △60,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,786 388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269,699 △153,486

現金及び現金同等物の期首残高 160,867 368,664

現金及び現金同等物の四半期末残高 430,566 215,178
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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７月１日 至 平成20年12月31日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、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。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、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。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

  

     

    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。  

      北米……米国 

      その他の地域……インド 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 

その他の 
地域  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

(1）外部顧客に対する売上高  320,615  79,658  －  400,273  －  400,273

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 668  11,987  16,706  29,362  △29,362  －

計  321,283  91,645  16,706  429,635  △29,362  400,273

営業利益又は営業損失（△）  △96,253  △27,406  5,431  △118,228  △9,782  △128,010

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 

その他の 
地域  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

(1）外部顧客に対する売上高  306,676  76,903  －  383,579  －  383,579

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 160  －  28,910  29,070  △29,070  －

計  306,836  76,903  28,910  412,649  △29,070  383,579

営業利益又は営業損失（△）  △23,468  △56,619  7,972  △72,114  △532  △72,646
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

     

    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

       北米……米国  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 特に記載すべき事項はございません。  

  

  

〔海外売上高〕

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  79,658  79,658

Ⅱ 連結売上高（千円）        400,273

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.9  19.9

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  76,903  76,903

Ⅱ 連結売上高（千円）        383,579

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  20.0  20.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

リアルコム（株）　（3856）　平成22年６月期　第２四半期決算短信

-10-




