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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 772 ― △45 ― △43 ― △47 ―
20年3月期第3四半期 612 △15.5 △110 ― △135 ― △185 ―

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 △842.01 ―
20年3月期第3四半期 △3,389.65 ―

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 1,744 1,515 86.9 27,371.06
20年3月期 1,789 1,598 89.4 28,105.13

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,515百万円 20年3月期  1,598百万円

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月期の連結業績予想（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）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 1,100 21.5 10 ― 10 ― 5 ― 87.90

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  無  

(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・財務諸表等】４・その他をご覧ください。  

(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、その他の特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想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。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 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  56,885株 20年3月期  56,885株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,500株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  56,594株 20年3月期第3四半期  54,655株



  

 当第３四半期連結累計期間における国内の経済状況は、円高の進行、原油等の資源価格の乱高下、株式市場の大

幅な下落等の景気後退により、多くの企業で企業収益が悪化傾向を見せ、景気の先行き不透明感が顕著となっており

ます。  

 また、当社グループが属するIT（情報技術）業界は、景気後退の懸念から企業のIT投資の減退が顕在化し、市場環

境の厳しさが一段と増してきました。このよう厳しい環境の中、当社グループは積極的な営業活動および研究開発活

動による新製品の投入の結果、経営成績は以下の通り昨年度に比して大きく改善いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は772,316千円（前年同期比26.0%増）、営業損失は45,644千円（前年同期比

58.9%減）、経常損失は43,975千円（前年同期比67.6%減）、四半期純損失47,652千円（前年同期比74.3%減）となり

ました。 

 当第３四半期連結累計期間における、売上区分別の経営成績の分析は以下の通りです。 

  

  

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 

ライセンス 

売上高 前年同期 前年同期比 

395,277千円 325,524千円 121.4% 

定性的情報 

 ライセンス売上の大半を占める「ASTERIA」は、平成20年９月末に導入社数500社を突破

し、また、平成20年12月には民間調査会社（※１）の製品シェア調査においてEAI（※２）

部門で３年連続第１位を獲得しました。製品そのものについても、平成20年７月には最新版

「ASTERIA WARP 4.2」を投入、平成20年９月には「ASTERIA MDM One MH」の最新版を投入す

るなど、製品の強化を実施いたしました。 

 また、「ASTERIA」の一次販売代理店である「ASTERIAマスターパートナー」として新たに

株式会社富士通ビジネスシステムを加え、「ASTERIAマスターパートナー」は18社となり、

ライセンスの販売体制が強化されました。 

 さらに、平成20年12月には「ASTERIA」を介してつながるパッケージソフトウェア協業の

枠組みである「@warp」（アット・ワープ）が、日経BP社が主催するITpro EXPO 2008におい

てアワードを受賞し、広くその価値が認められました。 

 このような活動の結果、第３四半期において景気減速の影響を受けながらも、前年同期比

で20%を超える伸張となりました。 

サポート 

売上高 前年同期 前年同期比 

287,476千円 208,027千円 138.2% 

定性的情報 

 サポートでは、ライセンス販売時における新規サポート契約の獲得および契約満期におけ

る継続契約を促進いたしました。また、ライセンス販売の増加に伴い契約数も順調に伸び、

結果として、サポート売上高は、前年同期比で大きな伸張となりました。 

ネットサービス 

売上高 前年同期 前年同期比 

7,664千円 5,295千円 144.7% 

定性的情報 

 平成20年4月より、当社が開発・販売を行っていた「c2talk」（シー・ツー・トーク）、

「Topika」（トピカ）の販売をSaaS（※３）専業子会社のインフォテリア・オンライン株式

会社に移管し、ネットサービス製品に関する経営資源の集中と効率化を図りました。 

 また、オンライン表計算サービス「OnSheet」（オンシート）の最新版の提供を開始し、

教育機関や公共団体における普及促進プログラム「OnTry」」（オントライ）を開始するな

ど、「OnSheet」普及のための施策を積極的に展開しました。平成20年10月には、安全・確

実なファイル転送サービス「OnTranq」（オントランク）の提供を開始しました。 

 さらに、ネットサービスの研究開発活動としては、平成20年4月に新サービス「lino」

（リノ）の提供を開始、英語版、中国語版も用意するなど積極的な機能強化を行いました。

平成20年８月には、ミニブログ＆チャットの新サービス「Rejaw」（リジョー）を開始しま

した。 



  

※１．民間調査会社 = 株式会社テクノシステムリサーチ。本社、東京都千代田区。1981年設立。ITを中心とした市 

      場リサーチを行っている。 

※２．EAI = Enterprise Application Integrationの略。「イーエーアイ」と読む。企業の業務アプリケーション 

   （システム）同士を連携させるためのソフトウェア。以前は社内システムの連携を指していたが、最近ではイ

   ンターネットの普及に伴い連携は社内、社外を問わず連携するようになっている。 

※３．SaaS = Software as a Serviceの略。「サース」と読む。ソフトウェアそのものをインターネット上に置い 

   て、プロダクトとしてではなくサービスとして提供すること。課金の方法も導入時に一括ではなく月額使用料

   や従量による課金が一般的。 

  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ44,828千円減少し、1,744,381千円となりま 

した。主な資産の増減は、投資有価証券22,921千円の増加、売掛金の減少69,969千円によるものです。    

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ37,985千円増加し、228,435千円となりました。主な負債の増減

は、前受金30,220千円の増加などによるものです。     

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ82,813千円減少し、1,515,946千円となりました。主な純資産 

の増減は利益剰余金47,652千円及び自己株式の取得による24,935千円の減少などによるものです。   

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、前連結会計年度末より 

102,786千円減少し、1,113,446千円となりました。  

 当第３四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以下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、獲得した資金は71,846千円（前年同期51,727千円の使用）となりました。主な増加要因は、売上

債権の減少69,969千円及び前受金の増加30,220千円であり、主な減少要因は、市場販売目的のソフトウェアの増加

84,706千円及び税金等調整前四半期純損失44,181千円によるものです。 

（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147,262千円（前年同期75,040千円の使用）となりました。これは主に定期預金 

の預入による支出100,000千円によるものです。 

（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24,935千円（前年同期368,325千円の獲得）となりました。これは、自己株式の取 

得のための支出によるものです。  

  

  

※前年同期比較の情報は、参考として記載しております。 

役務サービス 

売上高 前年同期 前年同期比 

20,454千円 19,979千円 102.4% 

定性的情報 

 役務サービスは、引き続きパートナー企業から充実した品質の高いシステム構築、コンサ

ルティングを提供できるようにパートナー企業の後方支援に絞り込みました。 

教育他 

売上高 前年同期 前年同期比 

61,443千円 54,114千円 113.5% 

定性的情報 

 教育他では、昨年度に開始したXMLデータベースの技術者育成とその認定が徐々に伸びは

じめ、またXMLマスターの受験者も伸張してきました。 

合 計 
売上高 前年同期 前年同期比 

772,316千円 612,941千円 126.0% 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

  

 今後の国内景気動向の見通しにつきましては、世界的金融危機の影響として景気の下振れリスクが顕在化してお

り、より一層の厳しさが予想されます。 

 このような状況のなかで、当社グループが属するIT（情報技術）業界においては、企業のIT投資抑制が加速すると

考えられていますが、一方で当社の提供するパッケージソフトウエアやソフトウェアサービスは企業のコストダウン

にも寄与できるため、当社グループの平成21年３月期の業績予想につきましては、概ね予想の範囲内で推移すると考

えており、平成20年10月27日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はございません。  

  

（注）前述の業績見通しに記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略等は、現在入手可能な情報から

   得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがいまして、これら業績見通しのみに全面的に依拠し

   て投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績

   見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。 

   

該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

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 

（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 

１．当連結会計年度より「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、「四半期連結財 

  務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

  

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  たな卸資産 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、月次総平均法による原価法によっておりました 

  が、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７ 

  月５日）が適用されたことに伴い、月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に 

  基づく簿価の切下げの方法）により算定しております。 

   なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

３．リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ 

 っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会 

 計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、通常の 

 売買取引に係る会計処理によっております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法 

 によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃 

 貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

４．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱 

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,193,275 1,196,119

売掛金 92,828 162,798

有価証券 20,170 20,113

製品 3,076 2,348

原材料 424 451

仕掛品 6,873 948

貯蔵品 2,671 3,027

その他 16,551 15,163

流動資産合計 1,335,875 1,400,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,071 20,071

減価償却累計額 △13,973 △12,951

建物及び構築物（純額） 6,097 7,119

工具、器具及び備品 73,167 70,951

減価償却累計額 △50,670 △44,057

工具、器具及び備品（純額） 22,496 26,894

有形固定資産合計 28,594 34,013

無形固定資産   

ソフトウエア 226,115 250,345

ソフトウエア仮勘定 37,548 19,250

その他 5,310 5,462

無形固定資産合計 268,973 275,058

投資その他の資産   

投資有価証券 60,496 37,575

敷金及び保証金 34,669 34,691

その他 15,772 6,900

投資その他の資産合計 110,938 79,167

固定資産合計 408,506 388,240

資産合計 1,744,381 1,789,210



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,796 22,291

未払金 38,370 32,532

未払法人税等 4,328 5,803

未払消費税等 10,834 5,128

前受金 149,640 119,420

アフターサービス引当金 82 334

その他 4,382 4,941

流動負債合計 228,435 190,450

負債合計 228,435 190,450

純資産の部   

株主資本   

資本金 735,850 735,850

資本剰余金 652,619 652,619

利益剰余金 168,094 215,747

自己株式 △24,935 －

株主資本合計 1,531,629 1,604,217

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,973 △5,910

為替換算調整勘定 △2,709 453

評価・換算差額等合計 △15,682 △5,456

純資産合計 1,515,946 1,598,760

負債純資産合計 1,744,381 1,789,210



（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）

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

売上高 772,316

売上原価 244,078

売上総利益 528,237

販売費及び一般管理費 573,882

営業損失（△） △45,644

営業外収益  

受取利息 3,503

為替差益 154

その他 389

営業外収益合計 4,047

営業外費用  

自己株式取得費用 2,378

営業外費用合計 2,378

経常損失（△） △43,975

特別損失  

固定資産除却損 206

特別損失合計 206

税金等調整前四半期純損失（△） △44,181

法人税等 3,470

四半期純損失（△） △47,652



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △44,181

減価償却費 104,076

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △252

受取利息及び受取配当金 △3,503

固定資産除却損 206

売上債権の増減額（△は増加） 69,969

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,271

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,460

市場販売目的のソフトウェアの増減額（△は増
加）

△84,706

仕入債務の増減額（△は減少） △1,494

前受金の増減額（△は減少） 30,220

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,706

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,088

小計 72,318

利息及び配当金の受取額 3,319

法人税等の支払額 △3,791

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,846

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 △100,000

投資有価証券の取得による支出 △29,984

有形固定資産の取得による支出 △5,535

無形固定資産の取得による支出 △2,892

その他 △8,850

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,262

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △24,935

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,786

現金及び現金同等物の期首残高 1,216,232

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,446



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

  当社グループはXML関係製品の開発企業として、同一セグメントに属するソフトウェアの企画、開発、販売、

サポート及び教育を行っており、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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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。 

  

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

 海外売上高がないため、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）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〕 

〔海外売上高〕 

（６）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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等  

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

   前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

  
金額（千円） 

Ⅰ 売上高        612,941

Ⅱ 売上原価        188,391

売上総利益        424,550

Ⅲ 販売費及び一般管理費        535,475

営業損失（△）        △110,924

Ⅳ 営業外収益            

１．受取利息      1,151      

２．執筆講演収入  319      

３.その他   439  1,911

Ⅴ 営業外費用            

１．株式交付費  7,446      

２．株式公開関連費用   17,527      

３．創立費償却   632      

４．為替差損   1,167  26,774

経常損失（△）        △135,788

Ⅵ 特別損失            

１．固定資産売却損   153  153

税金等調整前四半期純損失
（△） 

       △135,942

法人税、住民税及び事業税  4,175      

法人税等調整額   45,143  49,318

四半期純損失（△）        △185,261

      



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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（△）  △135,942

減価償却費  77,862

アフターサービス引当金の減少額   △17,546

受取利息及び受取配当金   △1,151

株式交付費   7,446

株式公開関連費用   17,527

固定資産売却損    153

売上債権の減少額   75,099

たな卸資産の増加額   △228

その他流動資産の減少額   1,242

市場販売目的のソフトウェアの増加額   △93,400

仕入債務の増加額   2,635

前受金の増加額   40,402

未払消費税等の減少額   △13,161

その他流動負債の減少額   △9,950

小計  △49,009

利息及び配当金の受取額  1,151

法人税等の支払額  △3,869

営業活動によるキャッシュ・フロー  △51,727

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券の取得による支出  △43,485

有形固定資産の取得による支出  △20,476

有形固定資産の売却による収入  130

無形固定資産の取得による支出  △1,638

その他投資の増加額  △9,571

投資活動によるキャッシュ・フロー  △75,040

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

株式の発行による収入  385,853

株式公開関連費用の支出額  △17,527

財務活動によるキャッシュ・フロー  368,325

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △585

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  240,972

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,026,308

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,267,280



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 当社グループはXML関係製品の開発企業として、同一セグメントに属するソフトウェアの企画、開発、販

売、サポート及び教育を行っており、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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。 

   

  

（３）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〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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