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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 3,975 △21.1 △113 ― △70 ― △72 ―

22年3月期第2四半期 5,041 2.7 339 29.6 355 29.1 241 78.1

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2四半期 △15.39 ―

22年3月期第2四半期 51.02 ―

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2四半期 6,685 4,057 60.2 849.18
22年3月期 7,254 4,253 58.1 889.99

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,024百万円 22年3月期  4,217百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 25.00 25.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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  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 10,500 12.6 540 18.2 590 18.6 310 3.1 65.41



(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  無  
（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ますが、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財務諸表のレビュー手続きは完了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の数値はこれらの予想数
値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましてはＰ．２「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」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3月期2Q 5,103,230株 22年3月期  5,103,230株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  364,077株 22年3月期  364,077株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,739,153株 22年3月期2Q 4,739,153株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の業績は、売上高39億75百万円（前年

同期比21.1％減）、営業損失1億13百万円（前年同期は営業利益3億39百万円）、経常損失70百万円（前年同期は経

常利益3億55百万円）、四半期純損失72百万円（前年同期は四半期純利益2億41百万円）となりました。なお、セグ

メント別の内訳並びに分析結果は以下のとおりとなっております。 

 まず、ソフトウェア事業（受注ソフトウェアの個別受託開発）につきましては、製造業向け案件が増収傾向とな

った一方で、金融・保険・証券業をはじめ、その他の業種向けの案件が前年を下回って推移し、売上高22億65百万

円（前年同期比26.4％減）、営業損失1億29百万円（前年同期は営業利益1億14百万円）となりました。 

 次に、パッケージ事業（学校業務改革パッケージの販売及び関連サービス）につきましては、仕入販売及び導入

支援や保守等のサービス品目が堅調であった一方で、大学向けＰＰ（プログラム・プロダクト）販売及びＥＵＣ

（関連システムの個別受託開発）が前年を下回り、売上高は9億63百万円（前年同期比0.5％増）と微増となりまし

たが、営業利益は1億84百万円（同14.1％減）と、減益となりました。 

 後に、システム販売事業（ＩＴ機器の販売及び情報通信インフラの構築）につきましては、大学及び官公庁向

け機器販売を中心に受注状況が軟調に推移し、売上高7億46百万円（前年同期比25.8％減）、営業損失73百万円

（前年同期は営業利益9百万円）の減収減益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び資本の状況 

 まず、流動資産の残高は51億60百万円（前連結会計年度末比5億32百万円の減）となりました。これは主とし

て、現金及び預金残高並びに前年度末の売上案件の入金に伴う売掛金の減少によるものであります。また、固定資

産の残高は15億25百万円（同36百万円の減）となりました。これは主として、のれんの償却によるものでありま

す。 

 次に、流動負債の残高は14億28百万円（同3億59百万円の減）となりました。これは主として、仕入等に係る買

掛金及び法人税等の支払による債務の減少並びに受託開発案件の前受金増加等の増減の結果であります。また、固

定負債の残高は11億99百万円（同13百万円の減）となりました。これは主として、長期借入金の返済並びに資産除

去債務の計上による増減の結果であります。 

 後に、純資産の合計残高は40億57百万円（同1億95百万円の減）となりました。これは主として、利益配当金

の支払によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金残高 百

万円より 百万円減少し、 百万円となりました。 

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

まず、営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は 百万円の

収入）となりました。この差額は主として、税金等調整前四半期純利益の減少及び売上債権の減少額の縮小等の収

入減項目と仕入債務の減少額の縮小及び法人税の支払額の減少等の収入増項目の差引きの結果であります。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（同 百万円の支出）となりました。この差

額は主として、定期預金への預入れ額の減少によるものであります。 

後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（同 百万円の支出）と、前年同期とほぼ

同水準になりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善が続いており、設備投資も持ち直し傾向にあ

る等、景気は緩やかに回復しております。しかしながら、急激に進行する円高、低迷する株式市況やデフレの影響

等により、景気下振れの懸念が強まっていることから、先行きについては不透明な状況が続くものと思われます。

 また、国内の情報サービス産業につきましては、 新の統計（経済産業省の特定サービス産業動態統計８月確

報）において、売上高の前年同月比が1.2％増とようやく下げ止まったものの、平成21年6月以降14ヶ月にわたって

マイナスが続いた後であり、こちらも予断を許さない状況と認識しております。 

 この様な状況の下、当社グループの第２四半期累計業績は、先述の「（１）連結経営成績に関する定性的情報」

のとおりとなりましたが、当社グループとしましては、年度当初に掲げた重点施策を着実に実行することにより、

通期業績計画の達成を図る所存であります。なお、セグメント別には以下のとおりとなっております。 

 まず、主力のソフトウェア事業におきましては、各事業部門戦略にフィットした体制強化による安定収益の獲得

と、研究開発投資により新ビジネスを立ち上げ業績貢献の新たな柱を築くことに引き続き注力してまいります。 

 次に、パッケージ事業につきましては、東京、大阪の各拠点別に事業部相当の組織を設置し、販売力、開発力及

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

20億42

3億44 16億97

1億21 3億18

14 6億24

2億7 2億8



び製品力のさらなる強化を図り、文教市場における圧倒的ブランドを目指してまいります。 

 後に、システム販売事業につきましては、文教系及び公共系大型案件をバランスよく展開するとともに、新ビ

ジネス商材の開発により、堅調な業績をコンスタントに実現したく考えております。 

 これらを踏まえ、平成23年3月期の連結業績予想は、平成22年5月12日付の当初発表どおり、売上高105億円（前

連結会計年度比12.6％増）、営業利益5億40百万円（同18.2％増）、経常利益5億90百万円（同18.6％増）、当期純

利益3億10百万円（同3.1％増）を見込んでおります。  

  

（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特有の会計処理の概要 

 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 

 第１四半期連結会計期間より、「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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ1,841千円増加し、税金等調整前四

半期純損失は21,997千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は47,230

千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,032,621 3,357,053

受取手形及び売掛金 1,372,119 1,621,567

商品及び製品 94,758 209,618

仕掛品 386,649 204,234

原材料及び貯蔵品 1,785 2,403

繰延税金資産 171,369 190,377

その他 104,518 111,364

貸倒引当金 △3,680 △4,149

流動資産合計 5,160,141 5,692,471

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 377,613 334,714

減価償却累計額 △252,988 △230,974

建物及び構築物（純額） 124,624 103,740

土地 142,361 142,361

その他 165,901 155,330

減価償却累計額 △134,526 △127,158

その他（純額） 31,375 28,171

有形固定資産合計 298,360 274,273

無形固定資産   

のれん 65,732 98,599

ソフトウエア 32,130 25,911

その他 6,818 6,818

無形固定資産合計 104,681 131,328

投資その他の資産   

投資有価証券 364,864 366,589

長期貸付金 2,694 2,954

繰延税金資産 326,922 330,512

差入保証金 240,615 243,562

その他 242,273 270,077

貸倒引当金 △54,950 △57,350

投資その他の資産合計 1,122,418 1,156,345

固定資産合計 1,525,461 1,561,948

資産合計 6,685,602 7,254,419



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 377,983 661,372

短期借入金 15,259 14,867

1年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 12,797 93,708

賞与引当金 324,488 370,591

役員賞与引当金 10,048 22,884

その他 507,780 444,386

流動負債合計 1,428,357 1,787,809

固定負債   

長期借入金 － 90,000

退職給付引当金 809,323 790,324

役員退職慰労引当金 338,958 328,331

繰延税金負債 217 1,352

その他 50,918 2,870

固定負債合計 1,199,417 1,212,879

負債合計 2,627,775 3,000,688

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,687 917,687

資本剰余金 879,325 879,325

利益剰余金 2,508,603 2,700,026

自己株式 △266,460 △266,460

株主資本合計 4,039,155 4,230,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,141 △2,601

為替換算調整勘定 △10,638 △10,200

評価・換算差額等合計 △14,779 △12,801

少数株主持分 33,451 35,953

純資産合計 4,057,827 4,253,731

負債純資産合計 6,685,602 7,254,419



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,041,454 3,975,435

売上原価 3,918,277 3,192,026

売上総利益 1,123,176 783,408

販売費及び一般管理費 783,958 897,049

営業利益又は営業損失（△） 339,218 △113,641

営業外収益   

受取利息 5,831 5,073

受取配当金 2,148 2,284

受取賃貸料 9,280 8,360

助成金収入 － 2,430

保険解約返戻金 － 20,055

その他 9,136 12,019

営業外収益合計 26,396 50,224

営業外費用   

支払利息 3,432 2,053

賃貸費用 4,767 4,690

その他 1,496 658

営業外費用合計 9,696 7,402

経常利益又は経常損失（△） 355,917 △70,819

特別利益   

投資有価証券売却益 75,499 －

賞与引当金戻入額 － 40,101

貸倒引当金戻入額 1,187 2,147

特別利益合計 76,686 42,248

特別損失   

投資有価証券評価損 － 140

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,155

特別損失合計 － 20,295

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

432,604 △48,865

法人税等 187,281 26,058

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △74,924

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,509 △1,980

四半期純利益又は四半期純損失（△） 241,813 △72,944



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,543,597 1,888,368

売上原価 1,981,757 1,482,195

売上総利益 561,840 406,173

販売費及び一般管理費 392,274 428,409

営業利益又は営業損失（△） 169,565 △22,236

営業外収益   

受取利息 4,004 3,357

受取配当金 17 142

受取賃貸料 4,107 2,985

その他 6,444 8,224

営業外収益合計 14,574 14,708

営業外費用   

支払利息 1,643 931

賃貸費用 1,786 2,323

その他 995 491

営業外費用合計 4,426 3,746

経常利益又は経常損失（△） 179,713 △11,274

特別利益   

投資有価証券売却益 75,499 －

賞与引当金戻入額 － 1,264

貸倒引当金戻入額 － 207

特別利益合計 75,499 1,471

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

255,213 △9,803

法人税等 115,258 11,250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △21,053

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,491 △631

四半期純利益又は四半期純損失（△） 137,462 △20,422



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

432,604 △48,865

減価償却費 16,127 16,104

ソフトウエア償却費 4,327 4,867

のれん償却額 32,866 32,866

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,088 △46,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,772 18,998

受取利息及び受取配当金 △7,979 △7,358

支払利息 3,432 2,053

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,155

投資有価証券売却損益（△は益） △75,499 －

売上債権の増減額（△は増加） 720,412 248,350

前受金の増減額（△は減少） 126,287 109,309

たな卸資産の増減額（△は増加） 359,134 △66,956

仕入債務の増減額（△は減少） △895,208 △283,272

その他 9,671 △43,577

小計 651,861 △43,427

利息及び配当金の受取額 7,874 7,433

利息の支払額 △4,294 △2,397

法人税等の支払額 △336,892 △83,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,548 △121,990

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △738,404 △20,992

有形固定資産の取得による支出 △6,840 △11,036

ソフトウエアの取得による支出 △13,624 △11,086

投資有価証券の売却による収入 88,270 －

保険積立金の取崩による収入 49,174 29,782

その他 △3,300 △1,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △624,726 △14,939

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 279 975

長期借入金の返済による支出 △90,000 △90,000

配当金の支払額 △118,478 △118,478

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,199 △207,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,486 △470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △510,891 △344,904

現金及び現金同等物の期首残高 2,229,476 2,042,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,718,585 1,697,159



 該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品は次のとおりであります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

１．外部顧客に対する売上高  1,687,485  644,868  211,243  2,543,597  －  2,543,597

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  2,739  2,739  △2,739  －

計  1,687,485  644,868  213,982  2,546,336  △2,739  2,543,597

営業利益又は営業損失（△）  26,023  172,651  △26,683  171,991  △2,425  169,565

  
ソフトウェア

事業 
（千円） 

パッケージ
事業 

（千円） 

システム販売
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

１．外部顧客に対する売上高  3,077,628  958,694  1,005,131  5,041,454  －  5,041,454

２．セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  7,623  7,623  △7,623  －

計  3,077,628  958,694  1,012,755  5,049,078  △7,623  5,041,454

営業利益  114,901  214,505  9,659  339,066  152  339,218

事業区分 主要製品

ソフトウェア事業 ①ビジネスアプリケーション分野 

生産管理、販売管理、会計、統合ＯＡ、金融、証券、物流等のシステム開発 

②エンジニアリングアプリケーション分野 

携帯電話等組込みソフトウェア、移動体通信、自動車設計、構造解析、自動倉庫

等のシステム開発 

③イベントアプリケーション分野 

スポーツ競技記録計測、プロ野球公式記録集計(ＢＩＳ)、スタジアム内映像表示

装置制御等のシステム開発  

④アウトソーシングサービス 

コンピュータルームの運営、基幹システムの一括運営管理及びシステム保守等の

サービス 

パッケージ事業  大規模大学版ＥＲＰ「ＧＡＫＵＥＮ ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＥＸ」シリーズ、

学校事務支援統合システム「ＧＡＫＵＥＮ ＥＸ」シリーズ、大学向け統合型Ｗｅ

ｂサービスシステム「ＧＡＫＵＥＮ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ Ｅ

Ｘ」の開発、販売等 

システム販売事業  コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア・パッケージ等の販売及び保

守、大学向けシステムソリューションの提供、情報通信ネットワークの構築等 



３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（受注製作ソフトウェアに係る収益及び原価の計上基準の変更） 

 「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」１．に記載のとおり、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）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高がソフトウェ

ア事業で84,704千円、パッケージ事業で22,970千円、それぞれ増加しております。また、営業利益はソフト

ウェア事業で11,061千円、パッケージ事業で11,218千円、それぞれ増加しております。 

  

［所在地別セグメント情報］  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

［海外売上高］  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

［セグメント情報］  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち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ために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開している「ソフトウェア事業」、「パッケージ事業」及び「システム販売事業」の３つを報告セグメント

としております。 

 「ソフトウェア事業」は、受注ソフトウェアの個別受託開発をしております。「パッケージ事業」は、学

校業務改革パッケージの開発・販売及び関連サービスを提供しております。「システム販売事業」は、ＩＴ

機器の販売及び情報通信インフラの構築をしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

  

  
ソフトウェア

事業 
パッケージ

事業 
システム販売

事業 
合計

調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高             

１．外部顧客に対する売上高  2,265,991  963,422  746,021  3,975,435  －  3,975,435

２．セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  5,061  5,061  △5,061  －

計  2,265,991  963,422  751,082  3,980,496  △5,061  3,975,435

セグメント利益又は損失（△）  △129,320  184,255  △73,122  △18,188  △95,452  △113,641



 当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。  

（単位：千円）

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より「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）を適用しています。 

   

 該当事項はありません。  

  
ソフトウェア

事業 
パッケージ

事業 
システム販売

事業 
合計

調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高             

１．外部顧客に対する売上高  1,086,795  539,041  262,530  1,888,368  －  1,888,368

２．セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  161  161  △161  －

計  1,086,795  539,041  262,692  1,888,530  △161  1,888,368

セグメント利益又は損失（△）  △35,548  116,014  △53,337  27,128  △49,365  △22,236

  当第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間 

全社費用※  △95,452  △49,365

合計  △95,452  △49,365

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

[生産、受注及び販売の状況] 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は売上原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

ソフトウェア事業（千円）  1,948,510 76.3 

パッケージ事業（千円）  612,699 114.0 

システム販売事業（千円）  630,816 76.2 

合計（千円）  3,192,026 81.5 

セグメントの名称 受注高
前年同四半期比

（％） 
受注残高 

前年同四半期比
（％） 

ソフトウェア事業（千円）  2,900,974 81.6  1,649,821 164.0 

パッケージ事業（千円）  994,564 91.3  691,768 135.5 

システム販売事業（千円）  594,666 56.2  332,079 84.6 

合計（千円）  4,490,205 78.7  2,673,669 140.1 

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

ソフトウェア事業（千円）  2,265,991 73.6 

パッケージ事業（千円）  963,422 100.5 

システム販売事業（千円）  746,021 74.2 

合計（千円）  3,975,435 78.9 

相手先 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱ダスキン 259,558 5.1 374,566 9.4 

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア西日本㈱ 
181,652 3.6 334,037 8.4 

ドコモ・システムズ㈱ 342,653 6.8 259,719 6.5 
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