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 （注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３. 第30期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。また第29期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第30期

第３四半期連結 
累計期間 

第30期
第３四半期連結 

会計期間 
第29期

会計期間 
  自  平成21年１月１日
  至  平成21年９月30日 

 自  平成21年７月１日
  至  平成21年９月30日 

 自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日 

売上高（千円）  6,664,940  2,025,811  10,397,934

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 △105,834  △104,952  585,927

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
 △1,121,180  △94,037  115,865

純資産額（千円） -  2,841,607  4,125,006

総資産額（千円） -  6,201,562  8,050,351

１株当たり純資産額（円） -  232.14  331.49

１株当たり当期純利益又は四半期

純損失（△）金額（円） 
 △91.11  △7.60  9.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 -  -  -

自己資本比率（％） -  45.6  51.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △282,438 -  568,340

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 71,446 -  △1,047,071

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △19,458 -  468,097

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
-  1,670,430  1,900,880

従業員数（人） -  666  632

2009/11/16 23:13:0609601753_第３四半期報告書_20091116231249



 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。  

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

   

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

     

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 666   

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 485   
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(1）生産実績 

 （注）１ 金額は、製造原価によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）仕入実績 

 （注）１ 金額は、実際仕入額によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10

を超える相手先はないため記載を省略しております。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分 
当第３四半期連結会計期間
 （自 平成21年７月１日 

   至 平成21年９月30日） 

受託ソフトウェア開発（千円）  1,830,915

区分 

当第３四半期連結会計期間 
 （自 平成21年７月１日 

   至 平成21年９月30日） 
  

受注高（千円） 受注残高（千円）

受託ソフトウェア開発  1,917,396  1,100,386

区分 
当第３四半期連結会計期間
 （自 平成21年７月１日 

   至 平成21年９月30日） 

情報機器販売（千円）  15,371

区分 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

受託ソフトウェア開発（千円）  1,965,191

情報機器販売（千円）  11,445

その他（千円）  49,173

合計（千円）  2,025,811
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   当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

   また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。  

  

  

 文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

  

（１）経営成績の分析 

  当第３四半期連結会計期間(平成21年7月1日～平成21年9月30日)におけるわが国経済は、昨年秋以降の経済危機

による景気の低迷が続いており、企業収益については下げ止まりの傾向がみられるものの、個人消費及び設備投 

資は依然として低水準にあり、厳しい状況が続いております。 

 当社グループが属する国内IT市場においては、業界特性として、景気の影響が一歩遅れて現れており、各四半 

期ごとに経営環境は厳しさを増しています。 

 このような状況下、当社グループの第３四半期連結会計期間の売上高は、受託開発案件の減少や、自動車教習 

所向けソリューション事業の売上減少等により2,025百万円となり、これに加え、各受託開発案件の利益率の減少

等も重なり、売上総利益は298百万円となりました。 

 さらに、前年度中の子会社の増加による販売費及び一般管理費の増加等により、営業損益は85百万円の損失と 

なり、運用有価証券の評価損の計上等により経常損益は104百万円の損失となりました。 

  

  

（２）財政状態の分析  

   当第３四半期連結会計期間末の当社グループ総資産は、多額ののれんを減損したこと及び期末休日要因で増加

 した前期末の売掛金が正常に復したことを主因に、前連結会計年度末に比べて1,848百万円減の6,201百万円とな

 りました。 

   負債は、買掛金および未払法人税等の減少などにより、同565百万円減の3,359百万円となりました。 

   純資産は、のれんの減損等による純損失の計上により利益剰余金が減少し、同1,283百万円減の2,841百万円と

 なりました。 

  

  

（３）キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期連結会 

 計期間末より224百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は1,670百万円となりました。主な要因は次の 

 とおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第３四半期連結会計期間における営業活動の資金は、税金等調整前四半期純損失104百万円の計上となり、 

  また、たな卸資産の増加160百万円や仕入債務の減少97百万円等により、294百万円の支出となりました。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結会計期間における投資活動の資金は、投資有価証券の取得による支出25百万円、無形固定資 

 産の取得による支出14百万円等により、47百万円の支出となりました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結会計期間における財務活動の資金は、短期借入金による収入121百万円、長期借入金による 

 収入100百万円等により、117百万円の収入となりました。  

  

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第３四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態及び経営成績の分析】
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（５）研究開発活動  

   当第３四半期連結会計期間の研究開発活動で、特記すべきものはありません。 

  

  

(1）主要な設備の状況 

  当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

  当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

         普通株式  19,600,000

計  19,600,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  13,410,297  13,410,297 ジャスダック証券取引所 
単元株式数は100

株であります。 

計  13,410,297  13,410,297 ― ― 
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 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年３月30日定時株主総会決議 

（注）１. 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式 

          により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
       また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分す 

          る場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  5,330

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類         普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  639,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）  510

新株予約権の行使期間 
              自 平成20年５月１日 

              至 平成25年４月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円） 

              発行価格 

              資本組入額 

 

 

510

255

新株予約権の行使の条件 

  ①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権

者」という）は、権利行使時においても、当社または当社

子会社の取締役、監査役、または従業員の地位にあるこ

と。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合に

よる退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、または転

籍によるものであり、かつ取締役会が認めた場合はその限

りではない。 

 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を

認めないものとする。 

 ③その他の条件については、本株主総会決議および新株

予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新

株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。  

新株予約権の譲渡に関する事項   新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―   
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    ２. 42名の退職等及び子会社の売却により、新株予約権の数670個と新株予約権の目的となる株式の数80,400株 

      は失権しております。 

    ３. 平成19年10月29日及び11月21日開催の取締役会決議により、平成20年１月１日付で１株を1.2株とする株式 

      分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込 

           金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されて 

           おります。 

  

  該当事項はありません。  

  

  

   大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

  ん。  

  

  

  

  

  

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成21年７月１日～ 

 平成21年９月30日  
-  13,410,297 -  1,494,500 -  1,451,280

（５）【大株主の状況】
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  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、 

 記載することができないことから、直前の基準日（平成21年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお 

 ります。 

  

 ①【発行済株式】 

  

  

②【自己株式等】 

平成21年６月30日現在

   

  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  （注） 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

― ― 
普通株式     1,233,500

完全議決権株式（その他） 普通株式   12,079,000  120,790 ― 

単元未満株式 普通株式         97,797 ― ― 

発行済株式総数  13,410,297 ― ― 

総株主の議決権 ―  120,790 ― 

所有者の氏名又

は名称 
所有者の住所 

自己名義所有株

式数（株） 

他人名義所有株

式数（株） 

所有株式数の合

計（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％） 

株式会社ソルク

シーズ 

東京都港区芝５

―33―７ 
 1,233,500 ―  1,233,500  9.20

計    1,233,500 ―  1,233,500  9.20

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円）  404  341  398  415  464  493  421  418  418

最低（円）  325  300  320  382  396  420  380  393  400
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  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。  

  

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則を早期に適用しております。  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,448,439 1,850,596

受取手形及び売掛金 1,227,389 2,040,567

有価証券 279,918 101,577

商品及び製品 18,215 40,510

仕掛品 397,315 80,082

原材料及び貯蔵品 3,315 3,153

その他 216,934 139,745

流動資産合計 3,591,528 4,256,234

固定資産   

有形固定資産 ※  678,578 ※  701,314

無形固定資産   

のれん 18,246 970,635

その他 138,018 145,374

無形固定資産合計 156,264 1,116,009

投資その他の資産   

投資有価証券 1,029,293 1,227,529

繰延税金資産 328,930 327,071

その他 417,910 424,381

貸倒引当金 △2,188 △2,188

投資その他の資産合計 1,773,945 1,976,793

固定資産合計 2,608,788 3,794,117

繰延資産 1,245 －

資産合計 6,201,562 8,050,351

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 301,557 715,081

短期借入金 733,400 627,000

1年内償還予定の社債 230,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 318,543 271,680

未払法人税等 7,987 243,850

賞与引当金 207,087 －

その他 298,017 619,401

流動負債合計 2,096,593 2,497,013

固定負債   

社債 80,000 220,000

長期借入金 317,461 385,470

退職給付引当金 751,241 700,952

役員退職慰労引当金 110,249 112,462
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

負ののれん 1,188 1,697

その他 3,220 7,749

固定負債合計 1,263,361 1,428,332

負債合計 3,359,954 3,925,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,494,500 1,494,500

資本剰余金 1,451,280 1,451,280

利益剰余金 343,860 1,526,977

自己株式 △467,263 △367,386

株主資本合計 2,822,376 4,105,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,199 849

評価・換算差額等合計 4,199 849

少数株主持分 15,031 18,785

純資産合計 2,841,607 4,125,006

負債純資産合計 6,201,562 8,050,351
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,664,940

売上原価 5,395,094

売上総利益 1,269,845

販売費及び一般管理費  

役員報酬 221,220

給料 372,932

賞与 45,275

賞与引当金繰入額 27,597

役員退職慰労引当金繰入額 12,620

退職給付費用 16,094

法定福利費 73,114

地代家賃 88,289

支払手数料 64,581

のれん償却額 116,274

その他 288,702

販売費及び一般管理費合計 1,326,702

営業損失（△） △56,856

営業外収益  

受取利息 20,450

受取配当金 1,279

負ののれん償却額 509

その他 9,722

営業外収益合計 31,961

営業外費用  

支払利息 17,222

デリバティブ評価損 57,105

その他 6,612

営業外費用合計 80,939

経常損失（△） △105,834

特別利益  

固定資産売却益 78

投資有価証券売却益 2,107

保険解約返戻金 3,737

その他 3,780

特別利益合計 9,703
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失  

固定資産売却損 2,977

のれん償却額 856,775

投資有価証券評価損 960

役員退職慰労引当金繰入額 40,416

ゴルフ会員権評価損 2,838

特別損失合計 903,968

税金等調整前四半期純損失（△） △1,000,100

法人税、住民税及び事業税 112,028

法人税等調整額 10,482

法人税等合計 122,511

少数株主損失（△） △1,430

四半期純損失（△） △1,121,180
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,025,811

売上原価 1,727,090

売上総利益 298,720

販売費及び一般管理費  

役員報酬 73,800

給料 119,252

賞与 2,704

賞与引当金繰入額 23,774

役員退職慰労引当金繰入額 4,224

退職給付費用 4,084

法定福利費 23,750

地代家賃 28,756

支払手数料 23,384

のれん償却額 1,040

その他 79,224

販売費及び一般管理費合計 383,995

営業損失（△） △85,274

営業外収益  

受取利息 2,960

受取配当金 56

負ののれん償却額 169

その他 539

営業外収益合計 3,726

営業外費用  

支払利息 5,294

デリバティブ評価損 13,350

その他 4,759

営業外費用合計 23,403

経常損失（△） △104,952

税金等調整前四半期純損失（△） △104,952

法人税、住民税及び事業税 △4,284

法人税等調整額 △6,632

法人税等合計 △10,917

少数株主利益 3

四半期純損失（△） △94,037
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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損失（△） △1,000,100

減価償却費 86,286

のれん償却額 973,050

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,213

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,289

賞与引当金の増減額（△は減少） 207,027

受取利息及び受取配当金 △21,730

支払利息 17,222

投資有価証券売却損益（△は益） △2,107

デリバティブ評価損益（△は益） 57,105

投資有価証券評価損益（△は益） 960

ゴルフ会員権評価損 2,838

固定資産売却損益（△は益） 2,898

売上債権の増減額（△は増加） 815,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △294,605

仕入債務の増減額（△は減少） △412,514

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,150

未払費用の増減額（△は減少） △142,279

その他 △234,872

小計 59,167

利息及び配当金の受取額 27,808

利息の支払額 △17,011

法人税等の支払額 △352,401

営業活動によるキャッシュ・フロー △282,438

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 △4,744

有形固定資産の取得による支出 △20,462

有形固定資産の売却による収入 4,045

無形固定資産の取得による支出 △41,143

投資有価証券の取得による支出 △51,938

投資有価証券の売却による収入 96,773

有価証券の償還による収入 100,000

貸付けによる支出 △35,393

貸付金の回収による収入 27,618

その他 △3,308

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,446
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 104,800

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △231,711

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △99,877

配当金の支払額 △62,669

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,449

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,670,430
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【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】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更 

  第１四半期連結会計期間より、株式会社ティ・エ

ム・ソルは新設分割したため、株式会社ＹＳＲは新規

取得したため、連結の範囲に含めております。  

 なお、株式会社ＹＳＲは、株式会社ノイマンの

100％子会社であります。 

  

  

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法 

 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、主として個別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、主として個別法に

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、これによる損益への影響はありません。 

  

  

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

四半期連結会計期間中に著しい貸倒実績が

発生しない限り、前連結会計年度末に算定

した貸倒実績率を使用しております。 

   

  

２．たな卸資産の実地棚卸の

省略 

実地棚卸は行っておりません。  

  

  

  

３．連結会社相互間の債権債

務の相殺における差異調整

の省略と未実現損益の消去

における見積計算 

  

重要性があれば、差異調整することとして

おります。 

  

  

  

４. 繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、前連結会計年度末以降に経営環境等や

一時差異等の発生状況に著しい変化がない

と認められる場合は、前連結会計年度末に

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しております。  
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

 ※ 有形固定資産の減価償却累計額 

千円 461,724

 ※ 有形固定資産の減価償却累計額 

                427,850千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

 

※   現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結 

  貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年９月30日現在） 

  

現金及び預金 千円1,448,439

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△56,037

別段預金 千円△1,889

マネー・マネジメント・ファンド等 千円279,918

現金及び現金同等物 千円1,670,430
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至

平成21年９月30日） 

１. 発行済株式に関する事項  

   

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

  

３．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

  

 （2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

   発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

    該当事項はありません。 

     

  

４．株主資本の著しい変動に関する事項   

   平成21年６月16日開催の取締役会決議により、平成21年６月17日付で、今後の経営環境の変化に対応した

  機動的な資本政策を遂行することを目的とし、自己株式210,000株を取得しております。これによる自己 

  株式の増加額は、99,540千円であります。 

    

（株主資本等関係）

 株式の種類         
 当第３四半期 

連結会計期間末 

 普通株式 （株） 13,410,297 

 株式の種類         
 当第３四半期 

連結会計期間末 

 普通株式 （株） 1,233,865 

   決議     株式の種類  
 配当金の総額

（千円）  

 １株当たり配当額

（円） 
基準日  効力発生日  配当の原資  

 平成21年３月26日 

 定時株主総会  
 普通株式 61,936   5.0  平成20年12月31日   平成21年3月27日   利益剰余金 
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当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日～９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１

日～９月30日） 

  当連結グループは、ソフトウェア開発及びその他の事業を事業の内容としております。ソフトウェア開発事業

は、ソフトウェアの開発、およびそれに付随する情報機器販売、保守作業等を行っております。その他の事業

は、映像・音響、セキュリティ関連事業等を行っております。このうち、ソフトウェア開発事業の売上高、営業

利益の金額は、全セグメントの売上高、営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

  

当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日～９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１

日～９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日～９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１

日～９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

  

 当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。 

  

  

 当社グループの行っておりますデリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要なものではありませ

ん。  

  

 当社は、ストック・オプションを発行しておりますが、当第３四半期連結財務諸表への影響はありませんので、

記載を省略しております。 

  

（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】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額等  

  （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

    該当事項はありません。  

   

  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。  

  

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

１株当たり純資産額 232.14円 １株当たり純資産額 331.49円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △91.11円

 同左 

１株当たり四半期純損失金額 △7.60円

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失（千円）  △1,121,180  △94,037

普通株主に帰属しない金額（千円）       -       -

普通株式に係る四半期純損失（千円）  △1,121,180  △94,037

期中平均株式数（株）  12,305,390  12,370,722

（重要な後発事象）

（リース取引関係）
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  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月12日

株式会社ソルクシーズ 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 内山 敏彦  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 毛利 篤雄  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソルク

シーズの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソルクシーズ及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四 

       半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

          ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 

  

2009/11/16 23:13:0609601753_第３四半期報告書_20091116231249


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】
	３【関係会社の状況】
	４【従業員の状況】 

	第２【事業の状況】
	１【生産、受注及び販売の状況】
	２【事業等のリスク】
	３【経営上の重要な契約等】
	４【財政状態及び経営成績の分析】

	第３【設備の状況】
	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】 
	（３）【ライツプランの内容】
	（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（５）【大株主の状況】
	（６）【議決権の状況】 

	２【株価の推移】
	３【役員の状況】

	第５【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】 
	（１）【四半期連結貸借対照表】 
	（２）【四半期連結損益計算書】 
	（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書

	NextPage0_3-2009/11/14 10:12:112970047: - 1 -
	NextPage0_4-2009/11/14 10:12:117657337: - 2 -
	NextPage0_5-2009/11/14 10:12:117813580: - 3 -
	NextPage0_6-2009/11/14 10:12:117969823: - 4 -
	NextPage0_7-2009/11/14 10:12:118282309: - 5 -
	NextPage0_8-2009/11/14 10:12:118438552: - 6 -
	NextPage0_9-2009/11/14 10:12:118594795: - 7 -
	NextPage0_10-2009/11/14 10:12:118751038: - 8 -
	NextPage0_11-2009/11/14 10:12:119063524: - 9 -
	NextPage0_12-2009/11/14 10:12:119219767: - 10 -
	NextPage0_13-2009/11/14 10:12:119376010: - 11 -
	NextPage0_14-2009/11/14 10:12:119688496: - 12 -
	NextPage0_15-2009/11/14 10:12:120000982: - 13 -
	NextPage0_16-2009/11/14 10:12:120157225: - 14 -
	NextPage0_17-2009/11/14 10:12:120313468: - 15 -
	NextPage0_18-2009/11/14 10:12:120469711: - 16 -
	NextPage0_19-2009/11/14 10:12:120782197: - 17 -
	NextPage0_20-2009/11/14 10:12:120938440: - 18 -
	NextPage0_21-2009/11/14 10:12:121094683: - 19 -
	NextPage0_22-2009/11/14 10:12:121250926: - 20 -
	NextPage0_23-2009/11/14 10:12:121563412: - 21 -
	NextPage0_24-2009/11/14 10:12:121719655: - 22 -
	NextPage0_25-2009/11/14 10:12:121875898: - 23 -
	NextPage0_26-2009/11/14 10:12:122188384: - 24 -


