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 前連結会計年度は決算期変更により６ヵ月決算となっているため、前第３四半期連結会計期間の業
績及び同期間との比較増減は記載しておりません。 

 
(百万円未満切捨て) 

１．平成 19 年９月期第３四半期の連結業績(平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日) 
(1) 連結経営成績  

 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

19 年 9月期第 3四半期 1,263 △506 △494  △500

18 年 9 月期 818 △542 △543  △508
 

 
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

19 年 9月期第 3四半期 △15 19 － － 

18 年 9 月期  △15 62 － － 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
 

(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

19 年 9月期第 3四半期 3,959 3,603 91.0 108 28 

18 年 9 月期 4,685 3,962 84.5 121 66 
 

(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

19 年 9月期第 3四半期 △774 △34 － 663 

18 年 9 月期 △313 △61 △30 1,472 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第 3 四半期末 
円    銭

19 年 9月期第 3四半期 － － 
 
３．平成 19 年９月期の連結業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日）  【参考】 

 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 3,200 40 20 10 0 30 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっているため、対前期増減率は記載しており
ません。 
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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 ：無 
(3) 最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、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。 
 
 
(参考) 個別業績の概要 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 19 年９月期第３四半期の個別業績(平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日) 
 

前事業年度は決算期変更により６ヵ月決算となっているため、前第３四半期会計期間の業績及び同
期間との比較増減は記載しておりません。 

 
(1) 個別経営成績  

 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

19 年 9月期第 3四半期 1,139 △337 △320  △328

18 年 9 月期 587 △390 △390  △391

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
円    銭

19 年 9月期第 3四半期 △9 98 

18 年 9 月期  △12 04 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 

 

(2) 個別財政状態 

 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

19 年 9月期第 3四半期 4,219 3,891 92.2 116 94 

18 年 9 月期 4,763 4,075 85.6 125 23 

 
２．平成 19 年９月期の個別業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日）  【参考】 

 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 2,750 105 85 76 2 28 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっているため、対前期増減率は記載しており
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 
  本資料に記載されている業績見通し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。 
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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 

前連結会計年度は決算期変更のため６ヵ月決算となっており、第３四半期連結会計期間は存在しな

いため、以下の定性的情報は前年同期との比較に代えて計画値との比較を記載しております。 

 

当社グループは、従来からのシステム開発による収益基盤の拡充に加え、ソリューションプロダク

ト及びソリューションサービス事業の一環として不動産ポータル関連のシステム開発を推進してお

ります。 

 

平成 19 年９月期第３四半期（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年６月 30 日）のシステム開発関連に

おきましては、全体的に売上高、利益ともにおおむね計画どおりに推移いたしました。これは、従来

からの安定的な顧客である通信関連会社や生損保関連会社などに対するシステム開発が順調であっ

たこと、また、親会社 株式会社アパマンショップホールディングス及びそのグループ会社が行って

いる、不動産事業に関連したシステム開発へも積極的に参加し、その開発案件の規模が確実に拡大し

てきたことによるものであります。親会社グループに対するシステム開発は、当社がこれまで培って

きた技術・経験を同グループが推進する情報化投資に活かし、効率的なシステム化を行うことで、そ

の事業の競争力を高める一助となると考えております。また、当社グループにとっては、新たな業界

分野の顧客を獲得し、これまでとは違ったノウハウを蓄積できる、またとない機会でもあります。当

社グループは、親会社グループ内で唯一のシステム開発会社として、引き続き情報化戦略に貢献して

いきたいと考えております。 

 

一方、前連結会計年度から取り組みを開始した不動産ポータル関連におきましては、「分譲マンシ

ョン」「新築一戸建て」及び「リゾート」に加えて、「賃貸」「売買」などサイトに掲載する新たな

コンテンツの種類の拡大に注力してまいりました。しかしながら、対象範囲の拡大によるコスト増と、

広告収入による収益化が計画に対して遅れているという課題を抱えており、今後の事業体制の早急な

改善に向けて、検討をすすめております。 

 

これらの結果、当第３四半期の売上高は 1,263 百万円（計画：1,813 百万円）、営業損失 506 百万

円（計画：損失 423 百万円）、経常損失 494 百万円（計画：損失 431 百万円）、四半期純損失 500 百

万円（計画：損失 439 百万円）となりました。 

 

２．連結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資産合計は、前連結会計年度末に比べ 725 百万円減少し、3,959 百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金が 809 百万円減少したことによるもので、その主な要因は、

不動産ポータル関連の先行投資的費用の支払い等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 366 百万円減少し、355 百万円となりました。これは、主に

前連結会計年度末に計上した仕入債務や未払金の支払い等によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ 359 百万円減少し、3,603 百万円となりました。これは、主

に四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものであります。 
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(2) 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損失 499 百万円、未払金の減少額 222

百万円、たな卸資産の増加額 140 百万円等により、774 百万円の減少となりました。 

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 31 百万円、無形固定資産

の取得による支出 3百万円等により、34 百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間においては発生しておりません。 

この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より 809 百万円減少

し、663 百万円となっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 18 年 10 月 31 日発表の業績予想から変更はありません。 

なお、不動産ポータル関連では今後の改善施策の検討をすすめており、その進捗状況を踏まえ、

業績予想に関する影響が増した場合には、業績予想の修正としてお知らせいたします。 

 

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。 

なお、子会社 キャッチアップ・アド・エージェンシー株式会社につきましては、広告の取り扱い

を主な事業としておりましたが、当社グループが不動産ポータル関連に集中するにあたり同事業を終

了したことにより、平成 19 年４月 27 日開催の同社臨時株主総会において解散が決議され、現在清算

手続きをすすめております。同社の解散が当社グループの損益に与える影響は、軽微であります。 

 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

 

 (3) 最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。 

 

 

 

 

 

 

 



 

－5－ 

㈱システムソフト(7527) 平成 19 年９月期第３四半期財務・業績の概況 

 

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) 

 当四半期末 

(平成19年9月期

  第3四半期末) 

(参考)前期末 

(平成18年9月期末)科  目 

金  額 金  額 

(資産の部) 

Ⅰ 流動資産 

１ 現金及び預金 663,280 1,472,484

２ 受取手形及び売掛金 195,292 331,403

３ たな卸資産 172,322 31,653

４ その他 25,404 40,193

  貸倒引当金 △2,379 △2,349

 流動資産合計 1,053,920 1,873,384

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 2,307,382 2,324,993

２ 無形固定資産 477,425 361,806

３ 投資その他の資産 120,845 124,821

 固定資産合計 2,905,653 2,811,620

資産合計 3,959,573 4,685,005

(負債の部) 

Ⅰ 流動負債 

１ 買掛金 83,068 199,557

２ 未払法人税等 6,334 6,410

３ 賞与引当金 29,196 47,483

４ その他 120,947 362,010

 流動負債合計 239,546 615,461

Ⅱ 固定負債 

１ 退職給付引当金 92,775 86,757

２ その他 23,561 20,014

 固定負債合計 116,336 106,771

負債合計 355,883 722,233

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

１ 資本金 2,147,442 2,147,442

２ 資本剰余金 1,938,886 1,792,848

３ 利益剰余金 △489,169 11,225

４ 自己株式 △8,003 △8,003

 株主資本合計 3,589,155 3,943,512

Ⅱ 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 14,535 15,929

 評価・換算差額等合計 14,535 15,929

Ⅲ 少数株主持分 － 3,329

純資産合計 3,603,690 3,962,771

負債、純資産合計 3,959,573 4,685,005
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 (2) (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

 当四半期 

(平成 19 年 9月期

   第 3 四半期)

(参考)前期 

(平成18年9月期)科  目 

金  額 金  額 

Ⅰ 売上高 1,263,357 818,812

Ⅱ 売上原価 886,094 655,409

売上総利益 377,263 163,403

Ⅲ 販売費及び一般管理費 884,049 705,814

営業損失 506,786 542,410

Ⅳ 営業外収益 42,384 23,492

Ⅴ 営業外費用 30,464 24,462

経常損失 494,866 543,379

Ⅵ 特別利益 － 490

Ⅶ 特別損失 5,085 2,867

税金等調整前四半期 
(当期)純損失 

499,952 545,757

税金費用 3,773 2,055

少数株主損失 3,329 39,423

四半期(当期)純損失 500,395 508,389

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
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 (3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

 
当四半期連結会計期間(自 平成 18 年 10 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日) 

(単位：千円) 

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９月30日残高 2,147,442 1,792,848 11,225 △8,003 3,943,512

四半期連結会計期間中の変動額  

 株式交換による増加 146,038  146,038

 四半期純損失 △500,395  △500,395

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の変動額 
(純額) 

 

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

－ 146,038 △500,395 － △354,357

平成19年６月30日残高 2,147,442 1,938,886 △489,169 △8,003 3,589,155

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 3,329 3,962,771 

四半期連結会計期間中の変動額  

 株式交換による増加 146,038 

 四半期純損失 △500,395 

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の変動額 
(純額) 

△1,394 △1,394 △3,329 △4,724 

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

△1,394 △1,394 △3,329 △359,081 

平成19年６月30日残高 14,535 14,535 － 3,603,690 
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前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

(単位：千円) 

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 2,146,530 1,791,944 519,615 △8,003 4,450,086

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 912 904  1,816

 当期純損失 △508,389  △508,389

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
  (純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 912 904 △508,389 ― △506,573

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,792,848 11,225 △8,003 3,943,512

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 16,859 16,859 43,003 4,509,949 

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,816 

 当期純損失 △508,389 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
  (純額) 

△929 △929 △39,674 △40,604 

連結会計年度中の変動額合計 △929 △929 △39,674 △547,177 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 3,329 3,962,771 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
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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) 

 

 当四半期 

(平成19年9月期

 第 3四半期) 

(参考)前期 

(平成18年9月期) 

区  分 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純損失 △499,952 △545,757 

２ 減価償却費 33,334 21,261 

３ のれん償却額 33,387 17,505 

４ 貸倒引当金の減少額 △453 △252 

５ 賞与引当金の増加・減少(△)額 △18,287 3,684 

６ 退職給付引当金の増加額 6,018 8,603 

７ 受取利息及び受取配当金 △337 △148 

８ 売上債権の減少・増加(△)額 137,077 △59,650 

９ たな卸資産の減少・増加(△)額 △140,669 10,507 

10 仕入債務の増加・減少(△)額 △116,489 84,043 

11 未払金の増加・減少(△)額 △222,537 209,843 

12 その他 15,628 △59,063 

小  計 △773,280 △309,421 

13 利息及び配当金の受取額 328 146 

14 利息の支払額 － △211 

15 法人税等の支払額 △1,829 △4,235 

営業活動によるキャッシュ・フロー △774,782 △313,721 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △31,617 △23,738 

２ 無形固定資産の取得による支出 △3,997 △2,658 

３ 連結子会社株式追加取得による支出 △3,000 △12,500 

４ 差入保証金の返還による収入 10,554 21,607 

５ 差入保証金の差入による支出 △951 △46,109 

６ その他 △5,410 1,827 

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,421 △61,571 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 長期借入金の返済による支出 － △32,050 

２ 株式の発行による収入 － 1,816 

財務活動によるキャッシュ・フロー － △30,234 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △809,203 △405,526 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,472,484 1,878,011 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 663,280 1,472,484 

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
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㈱システムソフト(7527) 平成 19 年９月期第３四半期財務・業績の概況 

 

６．(要約)四半期財務諸表 

 (1) (要約)四半期貸借対照表 

(単位：千円) 

 当四半期末 

(平成19年9月期

  第3四半期末) 

(参考)前期末 

(平成18年9月期末)科  目 

金  額 金  額 

(資産の部) 

Ⅰ 流動資産 

１ 現金及び預金 639,608 1,426,853

２ 売掛金 171,425 299,887

３ たな卸資産 172,308 22,842

４ その他 220,786 84,600

  貸倒引当金 △2,189 △2,189

 流動資産合計 1,201,940 1,831,994

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 

 (1) 建物 600,719 621,347

 (2) 土地 1,664,819 1,664,819

 (3) その他 34,325 30,829

 有形固定資産合計 2,299,863 2,316,997

２ 無形固定資産 14,220 11,898

３ 投資その他の資産 

 (1) 関係会社株式 619,538 470,500

 (2) 投資土地 25,916 25,916

 (3) その他 57,835 105,996

 投資その他の資産合計 703,290 602,413

 固定資産合計 3,017,374 2,931,309

資産合計 4,219,314 4,763,304
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(単位：千円) 

 当四半期末 

(平成19年9月期

  第3四半期末) 

(参考)前期末 

(平成18年9月期末)科  目 

金  額 金  額 

(負債の部) 

Ⅰ 流動負債 

１ 買掛金 82,735 193,015

２ 未払法人税等 5,154 5,719

３ 賞与引当金 29,196 47,483

４ その他 94,165 334,461

 流動負債合計 211,252 580,680

Ⅱ 固定負債 

１ 退職給付引当金 92,775 86,757

２ その他 23,561 20,014

 固定負債合計 116,336 106,771

負債合計 327,589 687,452

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

１ 資本金 2,147,442 2,147,442

２ 資本剰余金 1,938,886 1,792,848

３ 利益剰余金 △201,135 127,635

４ 自己株式 △8,003 △8,003

 株主資本合計 3,877,189 4,059,922

Ⅱ 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 14,535 15,929

 評価・換算差額等合計 14,535 15,929

純資産合計 3,891,725 4,075,851

負債、純資産合計 4,219,314 4,763,304
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 (2) (要約)四半期損益計算書 

(単位：千円) 

当四半期 

(平成 19 年 9月期

  第 3 四半期) 

(参考)前期 

(平成18年9月期)科  目 

金  額 金  額 

Ⅰ 売上高 1,139,374 587,710

Ⅱ 売上原価 900,080 536,965

売上総利益 239,294 50,745

Ⅲ 販売費及び一般管理費 576,867 441,234

営業損失 337,573 390,489

Ⅳ 営業外収益 45,453 23,220

Ⅴ 営業外費用 28,835 23,392

経常損失 320,955 390,661

Ⅵ 特別損失 5,085 －

税引前四半期(当期)純損失 326,041 390,661

法人税、住民税及び事業税 2,729 1,319

四半期(当期)純損失 328,770 391,980

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 
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 (3) (要約)四半期株主資本等変動計算書 

 
当四半期会計期間(自 平成 18 年 10 月 1 日 至 平成 19 年 6月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,447,289 345,559 1,792,848 127,635 127,635 △8,003 4,059,922

四半期会計期間中の 
変動額 

  

 株式交換による増加  146,038 146,038  146,038

 四半期純損失  △328,770 △328,770 △328,770

 株主資本以外の項目の 
 四半期会計期間中の 
変動額(純額) 

  

四半期会計期間中の 
変動額合計 

－ 146,038 － 146,038 △328,770 △328,770 － △182,732

平成19年6月30日残高 2,147,442 1,593,327 345,559 1,938,886 △201,135 △201,135 △8,003 3,877,189

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 4,075,851

四半期会計期間中の 
変動額 

 株式交換による増加 146,038

 四半期純損失 △328,770

 株主資本以外の項目の 
 四半期会計期間中の 
変動額(純額) 

△1,394 △1,394 △1,394

四半期会計期間中の 
変動額合計 

△1,394 △1,394 △184,126

平成19年6月30日残高 14,535 14,535 3,891,725
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前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 2,146,530 1,446,385 345,559 1,791,944 519,615 519,615 △8,003 4,450,086

事業年度中の変動額   

 新株の発行 912 904 904  1,816

 当期純損失  △391,980 △391,980 △391,980

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
  (純額) 

  

事業年度中の変動額合計 912 904 ― 904 △391,980 △391,980 ― △390,164

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,447,289 345,559 1,792,848 127,635 127,635 △8,003 4,059,922

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 16,859 16,859 4,466,946

事業年度中の変動額 

 新株の発行 1,816

 当期純損失 △391,980

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
  (純額) 

△929 △929 △929

事業年度中の変動額合計 △929 △929 △391,094

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 4,075,851

(注) 平成 18 年９月期は決算期変更により６ヵ月決算となっております。 

 




