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      (財)財務会計基準機構会員  

  
 

 

平成20年３月期  第１四半期財務・業績の概況 

 

平成19年８月９日 

上 場 会 社 名        株式会社ビーエスピー              上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号         ３８００                          ＵＲＬ  (http://www.bsp.jp/) 

代  表  者 （役職名）代表取締役社長 竹藤 浩樹 

問合せ先責任者 （役職名）代表取締役専務 山口 謙二         ＴＥＬ (03) 5463－6381  

 

（百万円未満切捨） 

１. 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
 (1) 連結経営成績 （％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,484 ( 16.4) 659 (  6.5) 696 (  7.1) 392 ( 12.0)

19年３月期第１四半期 1,275 (△7.4) 619 (△15.7) 650 (△14.6) 350 (△21.5)

（参考）19年３月期 3,967 1,076 1,119  569 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 92 31 － － 

19年３月期第１四半期 82 39 － － 

（参考）19年３月期 133 93 － － 

 
 (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

20年３月期第１四半期 7,215 6,173 85.6 1,452 68

19年３月期第１四半期 6,698 5,809 86.7 1,366 89

（参考）19年３月期 6,916 5,899 85.3 1,388 28

 

 
 （3）連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 532 △128 △118 3,423 

19年３月期第１四半期 318 △73 △233 3,613 

（参考）19年３月期 765 △877 △353 3,138 

 
２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 
 円 銭

20年３月期第１四半期 － －

19年３月期第１四半期 － －
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３. 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）      
      （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中間期 2,370 (15.0) 478 (△39.5) 516 (△37.3) 287 (△39.2) 67 53 

通 期 4,400 (10.9) 620 (△42.4) 666 (△40.5) 374 (△34.3) 88 00 

 
 
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 

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

 

（参考１） 四半期個別業績の概況 (平成19年４月１日～平成19年６月30日)    
（％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,364 ( 12.6) 672 (  2.3) 712 (  1.0) 408 (  0.7)

19年３月期第１四半期 1,211 (△5.3) 657 (△9.3) 705 (△6.1) 405 (△8.0)

（参考）19年３月期 3,543 1,217 1,287  747 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 96 15 － － 

19年３月期第１四半期 95 49 － － 

（参考）19年３月期 175 89 － － 

 
 

（参考２）平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
      （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中間期 1,982 (4.3) 509 (△37.1) 556 (△35.5) 322 (△36.0) 75 77 

通 期 3,555 (0.3) 619 (△49.2) 685 (△46.8) 397 (△46.9) 93 42 

 

 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定、及び 
確信に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、事業運営における状況変化、あるいは見通しに 

内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく 

異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生 

する予測不可能な影響等も含まれます。 
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【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 

当第１四半期のわが国経済は、企業収益が安定的に推移するなか、引き続き設備投資が増加し、

企業における情報関連投資も拡大基調となりました。当社グループの事業ドメインであるシステム

運用管理分野でも、前期から引き続いてアウトソーシングニーズの増加傾向が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループは前期に設立した子会社、株式会社ビーエスピー・プリズ

ムを含めた新たなグループ体制における社内連携強化と、戦略的な営業展開に取り組みました。同

時に、パートナー事業の本格展開へ向けた販売チャネル拡充、潜在顧客の開拓を狙った外部セミナ

ー等を活用したマーケティング展開にも努めました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は増収増益となりました。 

 

 プロダクト事業は、競争激化等によってオープン系プロダクトを中心に新規開拓が伸び悩みまし

たが、既存顧客を中心に優位性の高いメインフレーム向け売上が計画を上回りました。また、独自

性の高いプロダクトを有する株式会社ビーエスピー・プリズムが、主力製品であるDURL（デュー

ル）等のバージョンアップ製品を発売した他、BSP製品群との連携対応についても注力しました。そ

の結果、前第4四半期より取り組んでいる事業シナジーが顕在化しつつあり、帳票ビジネス分野にお

ける新規案件は継続的に成約するようになりました。 

 これらにより、プロダクト事業売上は14億36百万円（前年同期比17.8％増）となり、連結売上高

構成比は96.8％（前第１四半期は95.6％）となりました。 

 

ソリューション事業においては、前期より引き合いが活発化している人材育成サービス、安定的 

なストック収入である会員制サービス「シスドック」は期初計画どおり着実な増加となりました。

一方で、新規案件が少なかったこと、および厳しい受注競争によってコンサルテーションの大型 

案件が成約に至らず、ソリューション事業売上は47百万円（同14.7％減）となり、連結売上高構成 

比は3.2％（前第１四半期は4.4％）となりました。 

 

以上により、プロダクト事業およびソリューション事業を合わせた当第１四半期の連結売上高は、

14億84百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 

 

利益については、売上が前年同期比で増加したことに加え、前期より引き続いて効率的な経費使

用に努めたこと等によって、営業利益は6億59百万円（前年同期比6.5％増）、経常利益は6億96百万

円（同7.1％増）、四半期純利益は3億92百万円（同12.0％増）となり、前年同期比で増益となりま

した。 

 

開発投資に関してはほぼ期初の計画通りに進捗しており、主力製品のA-AUTO（エーオート）を始 

めとする既存製品群の市場ニーズに適合したバージョンアップに取り組みました。 

さらに、平成19年６月13日付けで製品企画部を新設し、下期での市場投入・拡販へ向け、ライフ 

サイクル・マネジメントの考え方を取り入れた新たな運用コンセプト「LMIS（エルミス）」の製品 
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化に継続して取り組みました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は72億15百万円（前年同期比7.7％増）となり、その内訳は流動資

産が44億98百万円（前年同期比3.1％減）、固定資産が27億17百万円（前年同期比32.3％増）となり

ました。また、純資産は61億73百万円（前年同期比6.3％増）で自己資本比率は85.6％となりました。 

 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

営業活動の結果得られた資金は5億32百万円（前年同期比67.3％増）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益6億96百万円（前年同期比7.1％増）および売掛債権の減少額96百万円

（前年同期比41.9％減）等の資金増加と法人税等の支払額3億5百万円（前年同期比18.6％減）の資

金減少があったこと等によるものです。 

  投資活動の結果使用した資金は1億28百万円（前年同期比74.3%増）となりました。支出の主な内

容は無形固定資産の取得による支出78百万円であります。 

  財務活動の結果使用した資金は1億18百万円（前年同期比49.1%減）となりました。支出の内容は、

配当金の支払であります。 

 これらの結果、当第１四半期における現金及び現金同等物の期末残高は34億23百万円（前年同期

比5.3％減）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの売上高および利益は、第１四半期および第４四半期に偏重する傾向があります。

一方、今期計画している戦略的な拡大投資を含む経費支出は各四半期において継続的に発生予定で

あり、第２四半期および第３四半期においては売上総利益を上回る販管費を見込んでおります。 

業績予想については、これらの変動要素を織り込んでおり、また当第１四半期における連結業績

がほぼ計画通りに進捗していることから、平成19年5月10日付け平成19年3月期決算短信において発

表した業績予想に変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算し、その他影響額

の僅少なものについては一部簡便的な方法を用いて計算しております。 

（3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(１) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
 第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
 第１四半期末） 

増  減 
（参 考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 1. 現金及び預金 2,817,865 2,627,383 △190,481  2,342,463

 2. 受取手形及び売掛金 693,336 639,763 △53,573  736,075

 3. 有価証券 999,862 999,632 △229  999,647

 4. たな卸資産 5,089 11,323 6,233  4,026

 5. 繰延税金資産 79,374 113,436 34,061  113,436

 6  その他 48,758 106,703 57,944  79,159

   流動資産合計 4,644,287 69.3 4,498,243 62.3 △146,044 △3.1 4,274,809 61.8

Ⅱ 固定資産   

 1. 有形固定資産   

  (1) 建物 65,047 66,862 1,814  62,712

  (2) 工具器具及び備品 29,316 30,603 1,287  27,611

   有形固定資産合計 94,363 1.4 97,465 1.4 3,102 3.3 90,324 1.3

 2. 無形固定資産   

(1) ソフトウェア 78,082 473,701 395,618  436,120

     (2) のれん - 131,759 131,759  139,352

  (3) その他 2,235 2,748 513  2,030

   無形固定資産合計 80,317 1.2 608,209 8.4 527,892 657.3 577,503 8.4

 3. 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 686,000 771,120 85,120  769,200

  (2) 差入保証金 116,164 170,373 54,209  133,286

  (3) 繰延税金資産 108,059 100,182 △7,876  101,417

  (4) 長期性預金 930,000 930,000 -  930,000

  (5) その他 39,221 40,341 1,119  40,341

   投資その他の資産合計 1,879,444 28.1 2,012,017 27.9 132,573 7.1 1,974,245 28.5

   固定資産合計 2,054,125 30.7 2,717,693 37.7 663,567 32.3 2,642,073 38.2

   資産合計 6,698,413 100.0 7,215,936 100.0 517,523 7.7 6,916,882 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
 第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
 第１四半期末） 

増  減 
（参 考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1. 買掛金 23,888 60,457 36,569  73,954

 2. 未払法人税等 291,421 304,108 12,686  305,968

 3. 賞与引当金 24,720 34,620 9,900  45,300

 4. 役員賞与引当金 11,061 8,550 △2,511  35,400

 5. その他 451,375 547,885 96,510  469,638

   流動負債合計 802,465 12.0 955,621 13.2 153,155 19.1 930,261 13.5

Ⅱ 固定負債   

 1. 長期未払金 86,638 86,638 －  86,638

   固定負債合計 86,638 1.3 86,638 1.2 － － 86,638 1.2

   負債合計 889,103 13.3 1,042,259 14.4 153,155 17.2 1,016,899 14.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

1 資本金 1,330,000 19.9 1,330,000 18.4 － － 1,330,000 19.2

2 資本剰余金 1,450,500 21.6 1,450,500 20.1 － － 1,450,500 21.0

3 利益剰余金 3,027,808 45.2 3,401,157 47.2 373,348 12.3 3,127,843 45.2

4 自己株式 △180 △0.0 △461 △0.0 △281 156.4 △461 △0.0

株主資本合計 5,808,128 86.7 6,181,195 85.7 373,066 6.4 5,907,881 85.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

1 その他有価証券評価差額金 28,283 0.4 19,968 0.3 △8,314 △29.4 18,829 0.3

2 為替換算調整勘定 △27,103 △0.4 △27,487 △0.4 △384 1.4 △26,728 △0.4

評価・換算差額等合計 1,180 0.0 △7,519 △0.1 △8,699 － △7,898 △0.1

  純資産合計 5,809,309 86.7 6,173,676 85.6 364,367 6.3 5,899,983 85.3

  負債及び純資産合計 6,698,413 100.0 7,215,936 100.0 517,523 7.7 6,916,882 100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(２) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
（平成19年３月期 
 第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
 第１四半期） 

増  減 
（参 考）前期 

（平成19年３月期） 科  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高 1,275,435 100.0 1,484,522 100.0 209,087 16.4 3,967,237 100.0

Ⅱ 売上原価 44,135 3.5 28,040 1.9 △16,904 △36.5 265,913 6.7

   売上総利益 1,231,299 96.5 1,456,481 98.1 225,182 18.3 3,701,324 93.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 611,507 47.9 796,703 53.7 185,195 30.3 2,624,856 66.2

   営業利益 619,791 48.6 659,778 44.4 39,987 6.5 1,076,468 27.1

Ⅳ 営業外収益 31,444 2.5 38,504 2.6 7,059 22.5 45,023 1.1

Ⅴ 営業外費用 621 0.1 1,445 0.1 823 132.4 2,395 0.0

   経常利益 650,614 51.0 696,837 46.9 46,223 7.1 1,119,096 28.2

Ⅵ 特別利益 － － － － － － － －

Ⅶ 特別損失 － － － － － － 1,606 0.0

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益 

650,614 51.0 696,837 46.9 46,223 7.1 1,117,490 28.2

   税金費用 300,436 23.6 304,527 20.5 4,091 1.4 548,281 13.8

   四半期(当期)純利益 350,177 27.4 392,309 26.4 42,132 12.0 569,209 14.4

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(３) （要約）前年同四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 2,911,381 － 5,691,881

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － △233,750 － △233,750

四半期純利益 － － 350,177 － 350,177

自己株式の取得 － － － △180 △180

当四半期の変動額合計(千円) － － 116,427 △180 116,247

平成18年６月30日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 3,027,808 △180 5,808,128

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 27,927 △26,664 1,263 5,693,144 

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － － △233,750 

四半期純利益 － － － 350,177 

自己株式の取得 － － － △180 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額（純額） 
355 △438 △82 △82 

当四半期の変動額合計(千円) 355 △438 △82 116,164 

平成18年６月30日残高(千円) 28,283 △27,103 1,180 5,809,309 

 

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 3,127,843 △461 5,907,881

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － △118,995 － △118,995

四半期純利益 － － 392,309 － 392,309

自己株式の取得 － － － － －

当四半期の変動額合計(千円) － － 273,314 － 273,314

平成19年６月30日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 3,401,157 △461 6,181,195

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 18,829 △26,728 △7,898 5,899,983 

当四半期の変動額  

剰余金の配当 － － － △118,995 

四半期純利益 － － － 392,309 

自己株式の取得 － － － － 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額（純額） 
1,138 △759 379 379 

当四半期の変動額合計(千円) 1,138 △759 379 273,693 

平成19年６月30日残高(千円) 19,968 △27,487 △7,519 6,173,676 
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（参考）前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年3月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 2,911,381 － 5,691,881

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 － － △352,747 － △352,747

当期純利益 － － 569,209 － 569,209

自己株式の取得 － － － △461 △461

連結会計年度中の変動額合計(千円) － － 216,461 △461 216,000

平成19年３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 3,127,843 △461 5,907,881

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 27,927 △26,664 1,263 5,693,144 

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 － － － △352,747 

当期純利益 － － － 569,209 

自己株式の取得 － － － △461 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
△9,097 △63 △9,161 △9,161 

連結会計年度中の変動額合計(千円) △9,097 △63 △9,161 206,838 

平成19年３月31日残高(千円) 18,829 △26,728 △7,898 5,899,983 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(４) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 

(平成19年３月期第１四半期)
当四半期 

(平成20年３月期第１四半期) 
（参 考）前期 

（平成19年３月期） 

区分 金額 金額 金額 

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(当期)純利益 650,614 696,837 1,117,490

   減価償却費 14,591 44,551 94,849

   のれん償却額 － 7,592 96,182

   役員賞与引当金の減少額 △35,639 △26,850 △11,300

   賞与引当金の増減額（△は減少） △15,880 △10,680 4,700

   売上債権の減少額 165,723 96,254 123,127

   仕入債務の減少額 △52,230 △13,496 △2,163

   長期未払金の減少額 △15,115 － △15,115

   その他増減額(△は減少) △47,321 11,255 △52,119

    小計 664,743 805,465 1,355,651

   利息及び配当金の受取額 29,478 33,151 39,750

   法人税等の支払額 △375,808 △305,934 △630,040

  営業活動によるキャッシュ・フロー 318,412 532,682 765,360

Ⅱ 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 △303,800 △203,800 △303,800

   定期預金の払戻による収入 203,800 203,800 203,800

   有形固定資産の取得による支出 △7,997 △12,334 △15,201

   無形固定資産の取得による支出 － △78,589 △679,825

   その他増減額(△は減少) 34,565 △37,098 △82,779

  投資活動によるキャッシュ・フロー △73,431 △128,022 △877,807

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  配当金の支払額 △233,750 △118,995 △352,747

  自己株式の取得による支出 △180 －  △461

  財務活動によるキャッシュ・フロー △233,930 △118,995 △353,208

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △398 △758 691

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 10,652 284,905 △464,963

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,603,275 3,138,311 3,603,275

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

3,613,927 3,423,216 3,138,311

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



か株式会社ビーエスピー（3800）平成20年3月期第１四半期財務・業績の概況 

―  ― 11

(５)  セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）、前第１四半期連結

会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月

１日 至 平成19年３月31日） 

当社グル－プは、ＩＴシステム運用管理領域に係るソフトウェア・プロダクト及びソリュ－ション

の提供を主な事業とした単一事業分野の営業活動を行っているため、事業の種類別セグメントの記載

を省略しております。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）、前第１四半期連結

会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月

１日 至 平成19年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、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〕 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）、前第１四半期連結

会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月

１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高が、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。 
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(６)  生産、受注及び販売の状況 
 

 (1) 生産実績 （単位：千円、％）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 
第１四半期 

 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

 

比較増減 
製品区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ソリューション事業 54,678 100.0 39,938 100.0 △14,740 △27.0

合 計 54,678 100.0 39,938 100.0 △14,740 △27.0

(注) １ 金額は販売価格で表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 受注実績 （単位：千円）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 
第１四半期 

 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

 

比較増減 
製品区分 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ソリューション事業 40,737 26,124 67,036 52,791 26,299 26,667

合 計 40,737 26,124 67,036 52,791 26,299 26,667

(注) 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 （単位：千円、％）
 

 
前年同四半期 
平成19年３月期 
第１四半期 

 

 
当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

比較増減 
製品区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

 プロダクト 200,621 15.7 348,435 23.5 147,813 73.7

 期間使用料 195,968 15.4 265,245 17.9 69,277 35.4

 保守サービス 797,407 62.5 776,395 52.3 △21,011 △2.6

 導入支援サービス他 25,672 2.0 46,849 3.1 21,177 82.5

プロダクト事業計 1,219,669 95.6 1,436,926 96.8 217,257 17.8

 プロフェッショナルサービス 55,765 4.4 47,595 3.2 △8,169 △14.7

ソリューション事業計 55,765 4.4 47,595 3.2 △8,169 △14.7

合 計 1,275,435 100.0 1,484,522 100.0 209,087 16.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


