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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(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 ％

21年3月期第3四半期 454 ― 1 ― 1 ― △83 ―

20年3月期第3四半期 450 16.0 △43 ― △42 ― △53 ―

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

21年3月期第3四半期 △7,173.16 ―

20年3月期第3四半期 △4,612.65 ―

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

21年3月期第3四半期 664 540 81.3 46,434.17
20年3月期 704 599 85.1 51,537.64

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  540百万円 20年3月期  599百万円

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

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 600 △10.4 0 ― 0 ― △91 ― △7,823.92

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  無  

（注） 詳細は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。  

(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） 

（注） 詳細は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 をご覧下さい。  

(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 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  11,631株 20年3月期  11,631株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  11,631株 20年3月期第3四半期  11,631株

※ 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、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、たぶんに不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、上記予想数値と異
なる場合があります。この業績予想に全面的に依存して投資の判断を行うことは差し控えてください。 
※ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、世界的かつ急激な景気

の減速、円高の進展等により、先行きの不透明感が強まっています。

　情報サービス産業も景気減速による設備投資抑制の影響を受けており、特に11月以降はその傾向が顕著となってお

ります。

　このような状況の下、当第３四半期累計期間においては、営業力の強化、ブランド力の向上、技術部門の生産性向

上・製品開発に努めてまいりました。

　営業力の強化に関しては、新規開拓の強化と、案件成約力の向上に取り組んでおります。新規開拓については、前

期に解散を決議した子会社の運営にあたっていた人材を新規開拓に振り向け、これに経営陣も含めた体制で臨んでお

ります。あわせて、営業部門を案件のクロージングやフォローアップに専念させることにより、案件成約力の向上に

努めております。

　ブランド力の向上については、自社ウェブページへのアクセス数を増やす方策の実施や、集客力の高い展示会への

出展、セミナーの開催頻度を高めるなどの施策により、当社の社名および「WEB CAS」ブランドの認知度向上に努めて

おります。新規見込顧客からの問い合わせ件数やセミナーへの集客人数などは、前期に比べ大幅に増加しております。

　技術部門の生産性向上・製品開発については、今期より技術部門を１つに統合し、人員の融通を一層活発にして生

産性の向上を図るとともに、技術コンサルティングへの配分を厚くし、顧客企業の満足度アップや新規案件獲得力の

向上にも努めております。

　これらの結果、当第３四半期累計期間においては、売上高は454,486千円、営業利益1,979千円、経常利益1,950千円、

四半期純損失83,430千円となりました。営業利益、経常利益が黒字であるのに対し、四半期純損失となった主な要因

は、投資有価証券評価損69,296千円の計上、平成20年12月25日付当社「特別損失の計上、業績予想の修正及び役員報

酬の減額に関するお知らせ」にて公表した業務用ソフトウェア不正使用にかかる和解契約締結に伴う特別損失18,185

千円の計上であります。

 

　なお、事業別の売上高の状況は、以下のとおりです。

 
当第３四半期累計期間

（自　平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 金額（千円）　 構成比（％）　

アプリケーション開発事業 313,486 69.0

受託開発事業　 141,000 31.0

合　　計 454,486 100.0

 

　生産性の向上を目的に技術部門を統合したことに伴い、従来のウェブキャス事業、ソリューション事業、クリエイ

ティブ事業のセグメントは廃止し、アプリケーション開発事業、受託開発事業に再編成いたしました。アプリケーショ

ン開発事業は、統合CRMシステム「WEB CAS」シリーズを中心としたアプリケーションの開発・販売に関わる事業、受

託開発事業は、ECサイトや企業システムの構築などを受託し、開発する事業であります。

　なお、技術部門の統合と子会社の解散に伴い、従来のセグメントは廃止いたしましたが、事業の内容は、アプリケー

ション開発事業が従来のウェブキャス事業部にほぼ相当し、受託開発事業は従来のソリューション事業とクリエイティ

ブ事業にほぼ相当するため、参考まで前年同期のセグメント別の売上高を掲載いたします。

 
前第３四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

 金額（千円）　 構成比（％）　

ウェブキャス事業　 267,748 59.0

ソリューション事業　 152,822 33.7

クリエイティブ事業 30,083 6.6

アウトソーシング事業

（子会社解散に伴い廃止）　
3,189 0.7

合　　計　 453,844 100.0
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２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期末における総資産は664,083千円となり、前事業年度末に比べ40,549千円減少いたしました。

資産の部では、固定資産が67,649千円となり、前事業年度末に比べ77,964千円減少いたしました。これは主に投資

有価証券の評価損によるものであります。

負債の部では、固定負債が13,638千円となりました。これは、アプリケーション開発の長期保守にかかる前受収益

の発生によるものであります。

純資産の部は、540,075千円となり前事業年度末に比べ59,358千円減少いたしました。これは主に四半期純損失の計

上によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ138,395千円増加し、462,444千円とな

りました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発生要因は次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの状況は、税引前四半期純損失83,033千

円、売上債権の減少額105,020千円、仕入債務の減少額14,357千円、投資有価証券評価損69,296千円等により、

117,718千円のプラスとなりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの状況は、子会社の清算による収入6,302

千円、差入保証金の回収による収入29,263千円、有形固定資産の取得による支出10,135千円等により、20,712

千円のプラスとなりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの状況は、36千円のマイナスとなりまし

た。

３．業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成20年12月25日付当社「特別損失の計上、業績予想の修正及び役員報酬の減額

に関するお知らせ」にて公表した予想に変更はございません。 

　（注）業績予想につきましては、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、たぶんに不確実な要素

を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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

　該当事項はありません。

（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

①　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準

については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変

更に伴う損益に与える影響はありません。

③　プログラムの無償保証期間中に発見された当社の責による瑕疵の補修費用は、従来発生時の費用として処理

しておりましたが、第１四半期会計期間より過去の実績を基礎とした見積額を製品保証引当金として計上する

方法に変更しております。この変更は、過去の実績として将来の発生見込額の見積りが可能になったことから、

期間損益計算の適正化をはかるため行ったものであります。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比

べ、営業利益、経常利益は264千円減少し、税引前四半期純損失は264千円増加しております。
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 492,636 354,121 

受取手形及び売掛金 77,039 182,557 

仕掛品 6,053 2,517 

その他 22,213 23,090 

貸倒引当金 △1,510 △3,267 

流動資産合計 596,434 559,019 

固定資産   

有形固定資産 11,046 7,768 

無形固定資産 22,056 25,402 

投資その他の資産   

その他 38,428 117,168 

貸倒引当金 △3,882 △4,725 

投資その他の資産合計 34,546 112,443 

固定資産合計 67,649 145,614 

資産合計 664,083 704,633 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,488 21,845 

未払法人税等 435 1,983 

賞与引当金 2,066 9,173 

製品保証引当金 264 － 

本社移転損失引当金 － 5,474 

その他 100,113 66,721 

流動負債合計 110,369 105,199 

固定負債   

長期前受収益 13,638 － 

固定負債合計 13,638 － 

負債合計 124,007 105,199 

純資産の部   

株主資本   

資本金 322,420 322,420 

資本剰余金 395,499 395,499 

利益剰余金 △177,844 △94,413 

株主資本合計 540,075 623,506 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △24,072 

評価・換算差額等合計 － △24,072 

純資産合計 540,075 599,434 

負債純資産合計 664,083 704,633 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 454,486 

売上原価 179,993 

売上総利益 274,493 

販売費及び一般管理費 272,514 

営業利益 1,979 

営業外収益  

受取利息 538 

受取配当金 6 

雑収入 27 

営業外収益合計 571 

営業外費用  

雑損失 600 

営業外費用合計 600 

経常利益 1,950 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,601 

特別利益合計 2,601 

特別損失  

固定資産除却損 104 

投資有価証券評価損 69,296 

和解金 18,185 

特別損失合計 87,586 

税引前四半期純損失（△） △83,033 

法人税、住民税及び事業税 397 

法人税等合計 397 

四半期純損失（△） △83,430 
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △83,033 

減価償却費 10,798 

商標権償却 50 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,599 

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,107 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 264 

本社移転損失引当金の増減額 (△は減少) △5,474 

受取利息及び受取配当金 △544 

固定資産除却損 104 

投資有価証券評価損益（△は益） 69,296 

売上債権の増減額（△は増加） 105,020 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,536 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,357 

長期前受収益の増減額（△は減少） 13,638 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 363 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 1,820 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,568 

その他 431 

小計 117,704 

利息及び配当金の受取額 544 

法人税等の支払額 △530 

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,718 

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 △4,620 

有形固定資産の取得による支出 △10,135 

無形固定資産の取得による支出 △1,306 

子会社の清算による収入 6,302 

貸付金の回収による収入 1,221 

差入保証金の回収による収入 29,263 

その他 △13 

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,712 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △36 

財務活動によるキャッシュ・フロー △36 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,395 

現金及び現金同等物の期首残高 324,048 

現金及び現金同等物の四半期末残高 462,444 
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）四半期損益計算書

 

 

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）　
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  450,654 100.0

Ⅱ　売上原価  200,019 44.4

　売上総利益  250,635 55.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  294,602 65.4

　営業損失（△）  △43,967 △9.8

Ⅳ　営業外収益  1,371 0.3

Ⅴ　営業外費用  12 0.0

経常損失（△）  △42,609 △9.5

Ⅵ　特別損失  10,643 2.3

　税引前四半期純損失（△）  △53,252 △11.8

　法人税、住民税及び事業税  397 0.1

　四半期純損失（△）  △53,649 △11.9

    

（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

　当社は、前四半期累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、前四半期累計期間に係る四半期

キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載しておりません。
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