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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 
（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 12月期第３四半期 17,463   5.3 2,237  11.2 2,321  10.7 1,392   26.2
22年 12月期第３四半期 16,588  △9.7 2,012  △3.1 2,098  △1.3 1,103  △4.7

 

 
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 12月期第３四半期 3,048 92 ―   
22年 12月期第３四半期 2,416 67 ―   

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第３四半期 14,000 11,073 79.1 24,250 68
22年 12月期 13,931 10,662 76.5 23,349.47

(参考)自己資本 23年12月期第３四半期        11,073百万円 22年12月期        10,662百万円 

 
２．配当の状況 

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 12月期 ― 0 00 ― 1,200 00 1,200 00

23年 12月期 ― 750 00 ―  

23年 12月期(予想)   750 00 1,500 00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 無    

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 24,500 8.2 3,400 8.2 3,450 5.1 1,950 22.5 4,270 40

(注)当四半期における業績予想の修正有無 無 

ikeuchi-m
FASF



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 無 

 新規 ―社 (社名)  除外 ―社 (社名)  
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期3Ｑ 476,640株 22年12月期 476,640株

② 期末自己株式数 23年12月期3Ｑ 20,008株 22年12月期 20,008株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期3Ｑ 456,632株 22年12月期3Ｑ 456,632株

 
 
（※ 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の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時時点において、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は終了していません。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
上記記載の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んで
おります。なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、四半期決算短信（添付資料）２
ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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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、東日本大震災及び電力供給不足の影響により寸断されたサプ

ライチェーンが徐々に回復し、震災からの復興需要による景気の持ち直しの兆しが見られる状況となってまいりま

した。しかし、欧州での債務危機懸念や米国経済の減速を要因とした円高の進行、株式市場の低迷等、依然として

今後の見通しの難しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比5.3％

増）、営業利益は 百万円（同11.2％増）、経常利益は 百万円（同10.7％増）、四半期純利益は 百

万円（同26.2％増）となりました。 

各セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高又は振替高

を調整前の金額で記載しております。  

ＩＴコンサルティング事業は、開発フェーズのプロジェクトが多かったものの、プロジェクトマネジメントを徹

底したことにより大きな遅延もなく、順調に進捗しました。また、新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化に努め

た結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益は 百万円（同

1.0％増）となりました。  

パッケージ＆サービス事業は、売上高は前年同期に比べて微増にとどまったものの、販管費の削減や稼働率の向

上など、採算改善に努めた結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益

は 百万円（同380.1％増）となりました。 

企業活性化事業は、食品スーパーを営む株式会社魚栄商店において、設立50周年記念セールやお盆商戦など、顧

客の来店を促進する施策を展開しました。また、ＩＴの利活用による的確な販売戦略の実行や、適正な在庫管理の

定着に伴う粗利率改善などが奏功し、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比2.7％増）、営業

利益は 百万円（前年同期は12百万円の損失）と、当社の資本参加以降、第３四半期累計期間では初の営業黒字を

達成しました。  

なお「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、平成23年12月期第１四半期より、企業活性化

事業の対象を株式会社魚栄商店のみとする変更等を行っており、前年同期比は、前第３四半期連結累計期間の数値

をセグメント変更後の数値に組み替えた上で比較しております。詳細は、添付資料11～12ページ「セグメント情報

等」をご参照ください。  

  

（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３四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、仕掛品の増加（前連結会計年度末比＋70百万円）、ソフトウェアの増加（前連結会計年度末

比＋74百万円）等によるものであります。 

また、負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ342百万円減少いたしました。その主な要因は、未払

法人税等の減少（前連結会計年度末比△558百万円）、品質保証引当金の減少（前連結会計年度末比△67百万円）

等によるものであります。 

なお、純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ411百万円増加いたしました。その主な要因は、

利益剰余金の増加（前連結会計年度末比＋501百万円）等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2,308百万円計上したことや仕入債務の増

減額76百万円等により、 百万円の収入（前年同期は1,369百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△130百万円や敷金及び保証金の差入に

よる支出△160百万円等により、 百万円の支出（前年同期は222百万円の収入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額△861百万円等により、 百万円の支出（前年同期は

760百万円の支出）となりました。 

これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、

百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月期の通期業績予想につきましては、前回発表（平成23年７月28日付）の業績予想からの変更はござ

いません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

２．特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、営業利益及び経常利益は24百万円、税金等調整前四半期純利益は276百万円減少しております。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331百万円であります。  

２．その他の情報

フューチャーアーキテクト株式会社（4722）平成23年12月期　第３四半期決算短信（連結）

- 3 -



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23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,020,175 5,233,036

受取手形及び売掛金 2,979,942 2,941,834

商品及び製品 118,946 136,929

仕掛品 119,709 48,752

未収入金 1,423,850 1,419,725

その他 679,317 506,827

貸倒引当金 △4,593 △13,001

流動資産合計 10,337,348 10,274,105

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,050,194 2,783,895

減価償却累計額 △2,586,596 △2,361,122

建物及び構築物（純額） 463,597 422,772

土地 127,762 127,762

その他 1,543,162 1,459,776

減価償却累計額 △1,272,576 △1,223,002

その他（純額） 270,585 236,773

有形固定資産合計 861,945 787,309

無形固定資産   

ソフトウエア 253,304 179,203

その他 19,977 20,529

無形固定資産合計 273,281 199,732

投資その他の資産   

投資有価証券 1,572,791 1,778,560

その他 1,012,473 944,498

貸倒引当金 △57,190 △52,565

投資その他の資産合計 2,528,075 2,670,494

固定資産合計 3,663,302 3,657,535

資産合計 14,000,650 13,931,640
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 716,073 639,573

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 16,000 32,000

未払法人税等 322,632 880,886

賞与引当金 87,160 98,783

品質保証引当金 71,717 139,163

プロジェクト損失引当金 7,000 7,000

その他 1,323,435 1,343,623

流動負債合計 2,574,018 3,171,030

固定負債   

長期借入金 － 16,000

資産除去債務 310,422 －

負ののれん 13,254 52,786

その他 29,317 29,710

固定負債合計 352,994 98,496

負債合計 2,927,012 3,269,527

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,495,772 2,495,772

利益剰余金 8,338,005 7,836,204

自己株式 △1,171,668 △1,171,668

株主資本合計 11,083,924 10,582,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,037 82,095

為替換算調整勘定 △9,248 △2,105

評価・換算差額等合計 △10,286 79,989

純資産合計 11,073,637 10,662,113

負債純資産合計 14,000,650 13,931,640
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 16,588,602 17,463,904

売上原価 10,040,687 10,755,240

売上総利益 6,547,915 6,708,664

販売費及び一般管理費   

役員報酬 217,084 224,139

給料及び賞与 2,405,183 2,283,892

研修費 107,005 52,576

研究開発費 61,313 31,373

減価償却費 86,630 89,867

採用費 40,544 142,953

のれん償却額 6,040 －

その他 1,611,448 1,646,233

販売費及び一般管理費合計 4,535,250 4,471,036

営業利益 2,012,664 2,237,628

営業外収益   

受取利息 2,452 2,072

受取配当金 16,455 18,790

負ののれん償却額 55,643 42,463

持分法による投資利益 － 197

その他 32,180 24,762

営業外収益合計 106,731 88,285

営業外費用   

支払利息 3,109 1,424

持分法による投資損失 11,828 －

為替差損 － 1,706

その他 6,349 939

営業外費用合計 21,287 4,069

経常利益 2,098,108 2,321,844

フューチャーアーキテクト株式会社（4722）平成23年12月期　第３四半期決算短信（連結）

- 6 -



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,127 160,290

固定資産売却益 6,245 203

品質保証引当金戻入額 － 38,275

受取損害賠償金 － 94,945

特別利益合計 7,372 293,715

特別損失   

前期損益修正損 72,401 －

固定資産除却損 4,708 20,346

投資有価証券売却損 － 1,349

投資有価証券評価損 46,104 2,580

訴訟関連費用 30,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 252,519

その他 － 30,000

特別損失合計 153,214 306,796

税金等調整前四半期純利益 1,952,266 2,308,764

法人税等 850,100 916,531

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,392,233

少数株主損失（△） △1,363 －

四半期純利益 1,103,529 1,392,233
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 1,952,266 2,308,764

減価償却費 186,227 166,042

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,506 △3,783

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,990 △11,623

品質保証引当金の増減額（△は減少） 24,942 △67,446

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） 8,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,340 －

受取利息及び受取配当金 △18,907 △20,862

支払利息 3,109 1,424

持分法による投資損益（△は益） 11,828 △197

受取損害賠償金 － △94,945

固定資産売却損益（△は益） △6,245 △203

固定資産除却損 4,708 20,346

投資有価証券売却損益（△は益） △1,127 △158,940

投資有価証券評価損益（△は益） 46,104 2,580

訴訟関連費用 30,000 －

前期損益修正損益（△は益） 72,401 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 252,519

売上債権の増減額（△は増加） △99,703 △9,732

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,221 △52,973

仕入債務の増減額（△は減少） △34,606 76,499

その他 △76,424 △176,531

小計 2,141,676 2,230,935

利息及び配当金の受取額 19,282 21,643

利息の支払額 △3,498 △1,664

法人税等の支払額 △758,360 △1,420,551

訴訟関連費用の支払額 △30,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,369,100 830,363
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △30,000 －

定期預金の払戻による収入 200,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △132,425 △130,568

有形固定資産の売却による収入 51,269 4,389

無形固定資産の取得による支出 △11,908 △98,828

資産除去債務の履行による支出 － △3,800

投資有価証券の売却による収入 6,335 228,270

投資有価証券の償還による収入 4,300 1,500

子会社株式の取得による支出 △45,151 －

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △11,909 △160,091

敷金及び保証金の回収による収入 195,985 14,695

その他 1,110 1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー 222,605 △113,033

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △32,000 △32,000

配当金の支払額 △728,710 △861,937

財務活動によるキャッシュ・フロー △760,710 △893,937

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,751 △6,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 828,244 △182,861

現金及び現金同等物の期首残高 3,585,549 5,153,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,413,793 4,970,175
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該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 千円であり、その主なものは、余

資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．減損損失 千円は、過年度の減損損失計上額の修正であり、前期損益修正損に含めて表示しておりま

す。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、その記載を省略

しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

（５）セグメント情報等

  
  

ＩＴコンサル 
ティング事業 
（千円） 

パッケージ＆
サービス事業 
（千円） 

企業活性化・
新事業開拓事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高 
 10,373,981  2,797,593  3,416,697  16,588,272  330  16,588,602

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 23,269  343,302  22,730  389,302  △389,302  －

計  10,397,250  3,140,895  3,439,428  16,977,574  △388,971  16,588,602

営業費用  8,401,806  3,112,227  3,470,258  14,984,292  △408,354  14,575,938

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,995,443  28,668  △30,830  1,993,281  19,382  2,012,664

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
      

資産  7,941,798  1,797,441  739,607  10,478,847  2,452,437  12,931,285

減価償却費  116,038  36,560  31,957  184,555  1,671  186,227

減損損失  －  －  41,549  41,549  －  41,549

資本的支出  75,851  28,307  40,175  144,333  －  144,333

事業区分 事業内容

ＩＴコンサルティング

事業 

顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを本質か

ら理解したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使した情報システ

ムを構築することで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス

事業 

販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化した業務パッケージソフトを

販売またはＡＳＰを利用しての提供、あるいは基幹システムの受託開発を行う

ことにより、顧客の業務効率改善を図る事業 

企業活性化・新事業開

拓事業 

対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた短期かつ、抜本的な改革により企

業の活性化を実現したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築する事業 

また、当社グループにない事業を営む企業との提携、新進企業の創設や出資等

を通して、当社の経営、業務、ＩＴ全般にわたるノウハウ・技術力を活用・融

合することで対象企業の価値を最大化し、あるいはその成長を加速することで

当該業界の発展に寄与していく事業 

3,226,888

41,549
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〔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、ビジネスの「あるべき姿」とそれを実現するための最適な「仕組み」を、最新のＩＴテクノ

ロジーを積極的に取り入れながら提供することにより、顧客の未来価値を創造することを全体で推進しており、

大規模顧客を主なターゲットとして先進ＩＴを駆使した情報システムを構築する事業、中堅中小企業を主なター

ゲットとしたパッケージソフト等の提供や、受託開発・教育その他のＩＴサービスを行う事業、ＩＴを中心とし

て対象企業を改革し、活性化する事業を展開しております。 

したがって、当社グループは、ソリューション、マーケット別のセグメントから構成されており、「ＩＴコン

サルティング事業」、「パッケージ＆サービス事業」、「企業活性化事業」の３つを報告セグメントとしており

ます。 

３つの報告セグメントの事業内容は以下のとおりであります。 

   

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３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日） 

 （単位：千円） 

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネット関連事業、有価証券

投資・保有・運用事業等を含んでおります。 

（注２）セグメント利益又は損失(△)の調整額の「 千円」は、セグメント間取引の調整であります。 

（注３）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利益と調整を行っております。  

   

（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)を適用しております。 

   

該当事項はありません。 

  

  

 報告セグメント 事業内容 

ＩＴコンサルティング事

業 

顧客の抱える経営上の問題を経営者の視点で共有し、顧客のビジネスを本質から理解

したうえで、実践的な高い技術力により先進ＩＴを駆使した情報システムを構築する

ことで、問題を解決していく事業 

パッケージ＆サービス事

業 

顧客の業務効率改善を図るために、販売管理、ＥＲＰなど、専門性の高い領域へ特化

した業務パッケージソフトの導入またはクラウドやＡＳＰを利用して提供する他、受

託開発や教育などのその他のＩＴサービスを提供する事業 

 企業活性化事業 
対象企業の経営に深く参画し、ＩＴを含めた抜本的な改革により企業の活性化を実現

したうえで、各業態ごとに成功モデルを構築する事業 

  

報告セグメント
その他
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

ＩＴコンサ
ルティング
事業 

パッケー
ジ＆サー
ビス事業 

企業活性化
事業 

計

売上高                 

(1)外部顧客への

売上高 
 11,086,660  2,847,837  3,473,566  17,408,064  55,840  17,463,904  －  17,463,904

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 4,464  319,152  831  324,448  22,175  346,623  △346,623  －

計  11,091,124  3,166,989  3,474,398  17,732,512  78,015  17,810,528  △346,623  17,463,904

セグメント利益

又は損失(△) 
 2,035,147  137,637  55,953  2,228,738  △8,943  2,219,794  17,834  2,237,628

17,834

（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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（１）受注の状況 

（単位：千円）

（注）１．「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、セグメントの変更を行っております。その

ため、前第３四半期連結累計期間の数値は、セグメント変更後の数値に組み替えております。 

   ２．受注高には為替レート変動に伴う金額調整分を含めております。  

  

  

４．補足情報

区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
  至 平成23年９月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＩＴコンサルティング事業  12,649,438  5,416,504  10,740,854  4,325,152

パッケージ＆サービス事業  3,027,802  828,993  3,171,458  1,020,679

その他  48,836  6,034  55,120  5,877

合計  15,726,078  6,251,532  13,967,433  5,351,709
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