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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40期
第１四半期
累計(会計)期間

第41期
第１四半期
累計(会計)期間

第40期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 990,795 637,4513,613,960

経常利益（千円） 187,018 71,061 759,104

四半期（当期）純利益（千円） 103,319 40,251 423,371

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 429,200 429,900 429,900

発行済株式総数（千株） 3,746 3,750 3,750

純資産額（千円） 3,471,0073,524,2873,693,076

総資産額（千円） 4,593,8334,470,3014,440,700

１株当たり純資産額（円） 917.53 955.68 1,004.52

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 27.58 11.12 113.33

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 27.52 11.10 113.09

１株当たり配当額（円） － － 60.00

自己資本比率（％） 74.8 77.4 81.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,803 387,756 196,615

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△38,330 28,918△992,888

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△243,148△195,000△381,032

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,965,6151,289,6581,067,984

従業員数（人） 158 180 158

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 180(18)

　（注）　１.従業員は就業人数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、期間契約社員を含みます。）は、当第１四半　　　　

             期会計期間の平均人数を（　）外数で記載しております。

　　　　　２.従業員数が当第１四半期会計期間において22名増加しましたのは、事業の拡大に伴う人員の増加によるも

             のであります。
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第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　当第１四半期会計期間の受注状況を品目別に示すと、以下のとおりであります。

品目別 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

パッケージ 337,679 56.6 553,687 62.4

保守 218,792 159.7 350,047 142.0

受託開発 27,217 82.5 3,072 512.0

運用管理等 51,189 109.6 6,390 1,841.5

合計 634,879 78.0 913,197 80.5

　（注）１　金額は販売価額によっております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま

す。

４　運用管理等には商品受注を含んでおります。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

パッケージ　　　　　　（千円） 408,002 50.9

保守　　　　　　　　　（千円） 152,783 138.1

受託開発　　　　　　　（千円） 24,144 74.5

運用管理等　　　　　　（千円） 52,521 112.1

合計（千円） 637,451 64.3

　（注）１　運用管理等には商品売上を含んでおります。

　　　　２  前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社神戸製鋼所 - - 85,393 13.4

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、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。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当第１四半期におけるわが国経済は、昨年からの世界的な経済危機による景気後退について一部に回復の兆しが

見えつつあるものの、依然として厳しい雇用環境や消費不振による低迷が続いております。

　このような状況の下、当社は、平成22年４月以後開始する事業年度より適用となる資産除去債務制度等への対応に

向けた、システム再構築の提案活動を行ってまいりました。当第１四半期では、依然として企業側で投資決定に慎重

な姿勢が見られたことから、売上高637百万円（前年同期比35.7％減）となりました。

　さらに、利益面においても、販売管理システムにおいて、前期より継続している一部の不採算案件について、その赤

字発生見込額を受注損失引当金として追加で計上したこと等から、営業利益23百万円（同87.2％減）となりまし

た。また、匿名組合出資金の償還により、営業外収益として匿名組合投資利益を41百万円計上したこと等から、経常

利益71百万円（同62.0％減）、第１四半期純利益40百万円（同61.0％減）となりました。

　　 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ221百万円増加し、

1,289百万円（前事業年度末比20.8％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は387百万円（前年同期は１百万円の資金の収入）となりました。これは、前年同期

と比べ、主に法人税等の支払額が大幅に減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は28百万円（前年同期は38百万円の資金の支出）となりました。これは主に、匿名

組合出資金の払戻による収入によるものであります。

（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195百万円（前年同期比19.8％減）となりました。これは前年と比較し、期末配当

金の支払いが減少したことよるものであります。

　　 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　当第１四半期会計期間においては、主に「ProPlus販売管理システム」の品質向上作業として著しい改良を行いま

した。これらの結果、当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は、9,544千円となりました。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、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１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,880,000

計 14,880,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８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 3,750,000 3,750,000
株式会社ジャスダック証

券取引所

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式であり、単元

株式数は100株

であります。

計 3,750,000 3,750,000 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行されたものは含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

イ　平成15年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 7

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） 7,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 350

新株予約権の行使期間
平成17年10月１日から

平成21年９月30日まで

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　　　　　 350

資本組入額　　　　 175

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子

会社、関連会社の取締役、監査役、従業員（顧問を含

む）の地位を保有していることを要する。但し、定年

退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでな

い。

②　新株予約権の行使に関するその他の条件については、

株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する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、質入、その他一切の処分は認めない。新

株予約権者が権利行使可能日以後に死亡した場合、一定の

要件の範囲内で相続人は権利行使できる。

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  －

　（注）１　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職

等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４　平成16年８月２日開催の取締役会決議により、平成16年８月20日をもって１株を10株に分割しております。

５　権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
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ロ　平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,155

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） 115,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,610

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成22年６月30日まで

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　　　　 2,610

資本組入額　　　 1,305

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子

会社、関連会社の取締役、監査役、従業員（顧問を含

む）の地位を保有していることを要する。但し、定年

退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでな

い。

②　新株予約権の行使に関するその他の条件については、

株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する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、質入、その他一切の処分は認めない。新

株予約権者が権利行使可能日以後に死亡した場合、一定の

要件の範囲内で相続人は権利行使できる。

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  －

　（注）１　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職

等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４　権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
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ハ　平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 30

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） 3,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,615

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から

平成22年６月30日まで

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　　　　 2,615

資本組入額　　　 1,308

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子

会社、関連会社の取締役、監査役、従業員（顧問を含

む）の地位を保有していることを要する。但し、定年

退職等一定の事由に該当する場合には、この限りでな

い。

②　新株予約権の行使に関するその他の条件については、

株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する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、質入、その他一切の処分は認めない。新

株予約権者が権利行使可能日以後に死亡した場合、一定の

要件の範囲内で相続人は権利行使できる。

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 －

　（注）１　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職

等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

（１株未満の株式は切り捨てる）

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４　権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
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 　会社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19年６月22日定時株主総会決議に基づく新株予約権

　
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,371

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） 137,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,001

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から

平成24年６月30日まで

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　　　　2,471

資本組入額　　　 1,236

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子

会社、関連会社の取締役、監査役、従業員（顧問、相談

役を含む）の地位を保有していることを要する。但

し、定年退職等一定の事由に該当する場合には、この

限りでない。

②　新株予約権の行使に関するその他の条件については、

株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する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、質入、その他一切の処分は認めない。新

株予約権者が権利行使可能日以後に死亡した場合、一定の

要件の範囲内で相続人は権利行使できる。

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 －

 （注）１　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職

等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整されま

す。

調整後株式数 ＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

 （１株未満の株式は切り捨てる）

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されます。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

４　権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（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４月1日～

 平成21年６月30日
－ 3,750,000 － 429,900 － 395,500

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四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。
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（６）【議決権の状況】

　　①【発行済株式】

 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）
　普通株式

 129,700
－ －

完全議決権株式（その他）
  普通株式

3,619,700
36,197

権利内容に何ら限定

のない当社における標準

となる株式

単元未満株式
　普通株式

600　
－ 同上

発行済株式総数
　

 3,750,000
－ －

総株主の議決権 － 36,197 －

　（注）　単元未満株式の欄には、自己株式が10株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年6月30日現在

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(％)

株式会社プロシップ　
東京都千代田区神田

司町２－８　
129,700 - 129,700 3.46

計 － 129,700 - 129,700 3.46

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月

最高（円） 958 1,100 1,299

最低（円） 915 945 1,143

  （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。
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３【役員の状況】

　 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、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役

副社長
－

取締役

副社長
－ 今泉　智 平成21年７月13日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

 号。以下「四半期財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　 なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則

に基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、また、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

３．四半期連結財務諸表について

　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）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 　　　　　3.5％

売上高基準 　　　　2.6％

利益基準 　　　　 -0.6％

利益剰余金基準 　　1.8％ 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,339,952 3,118,278

売掛金 342,095 583,781

仕掛品 ※2
 141,057 111,324

その他 123,894 110,481

流動資産合計 3,946,999 3,923,865

固定資産

有形固定資産 ※1
 34,604

※1
 33,895

無形固定資産

ソフトウエア 192,858 198,484

その他 12,713 1,547

無形固定資産合計 205,571 200,031

投資その他の資産 283,126 282,908

固定資産合計 523,301 516,834

資産合計 4,470,301 4,440,700

負債の部

流動負債

買掛金 144,296 181,022

未払法人税等 32,276 475

賞与引当金 41,616 48,667

役員賞与引当金 18,750 14,000

受注損失引当金 ※2
 67,583 48,495

その他 465,349 281,580

流動負債合計 769,871 574,241

固定負債

退職給付引当金 64,220 61,460

役員退職慰労引当金 111,921 111,921

固定負債合計 176,141 173,381

負債合計 946,013 747,623
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 429,900 429,900

資本剰余金 395,500 395,500

利益剰余金 2,757,520 2,934,486

自己株式 △120,643 △120,643

株主資本合計 3,462,277 3,639,243

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,426 △2,596

評価・換算差額等合計 △2,426 △2,596

新株予約権 64,437 56,429

純資産合計 3,524,287 3,693,076

負債純資産合計 4,470,301 4,440,700
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 990,795 637,451

売上原価 568,652 404,172

売上総利益 422,143 233,279

販売費及び一般管理費 ※1
 239,307

※1
 209,831

営業利益 182,835 23,447

営業外収益

受取利息 2,572 3,921

匿名組合投資利益 － 41,084

受取手数料 975 2,340

その他 634 267

営業外収益合計 4,182 47,613

経常利益 187,018 71,061

特別損失

固定資産除売却損 96 71

特別損失合計 96 71

税引前四半期純利益 186,921 70,989

法人税等 83,601 30,738

四半期純利益 103,319 40,251
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 186,921 70,989

減価償却費 21,604 27,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △7,051

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,250 4,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341 2,759

受注損失引当金の増減額（△は減少） 35,175 19,087

受取利息及び受取配当金 △2,693 △3,921

匿名組合投資損益（△は益） － △41,084

売上債権の増減額（△は増加） 45,315 241,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,768 △29,813

仕入債務の増減額（△は減少） 25,291 △41,640

前受金の増減額（△は減少） 95,816 83,463

その他 18,704 61,079

小計 447,996 388,293

利息及び配当金の受取額 794 323

法人税等の支払額 △446,986 △861

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,803 387,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,143 △2,438

無形固定資産の取得による支出 △32,267 △20,321

匿名組合出資金の払戻による収入 － 51,677

その他 79 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,330 28,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △243,148 △195,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,148 △195,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,675 221,674

現金及び現金同等物の期首残高 2,245,290 1,067,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,965,615

※1
 1,289,658
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【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】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 　　売上高及び売上原価の計上基準の変更

　　　受注制作のソフトウェアに係る収益計上の基準については、従来完成基準

を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期

会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した受注制作のソフト

ウェア開発案件から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる開発案件については進行基準（開発案件の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の開発案件については完成基準を適

用しております。

　　これにより、売上高は68,563千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四

半期純利益は、それぞれ27,557千円増加しております。　

【簡便な会計処理】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　　該当事項はありません。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含まれております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、72,764千円であり

ます。

※２　仕掛品及び受注損失引当金

　　　損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア開発

案件に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。

損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェア開

発案件に係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応

する額は14,340千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、69,380千円であり

ます。

──────

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 13,845千円

役員賞与引当金繰入額 18,750

研究開発費 52,934

給与手当 48,694千円

賞与引当金繰入額  11,224

役員賞与引当金繰入額 18,750

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成20年６月30日現在）

　（千円）

　（平成21年６月30日現在）

　（千円）

　現金及び預金勘定 3,189,416

　預入期間が3か月を超える定期預金 △1,223,801

　現金及び現金同等物 1,965,615

 

　現金及び預金勘定 3,339,952

　預入期間が3か月を超える定期預金 △2,050,293

　現金及び現金同等物 1,289,658
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 3,750,000株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 129,710株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高 64,437千円

　　　（注）権利行使期間の初日は到来しておりません。

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（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６月23日

定時株主総会
普通株式 217,217 60平成21年３月31日平成21年６月24日利益剰余金

 

５．株主資本の金額の著しい変動

　剰余金の配当については、上記「４．配当に関する事項」に記載しております。

　

（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　　　

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係）

当四半期会計期間において、ストック・オプションの付与はありません。また、当四半期会計期間において

ストック・オプションの条件変更はありません。

　

（企業結合等関係）

重要な事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 955.68円 １株当たり純資産額 1,004.52円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 27.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
27.52円

１株当たり四半期純利益金額 11.12円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
11.10円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 103,319 40,251

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利益（千円） 103,319 40,251

期中平均株式数（千株） 3,745 3,620

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 8 4

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　────── 　──────

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社プロシップ

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 海野　隆善　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗原　　学　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小出　検次　　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プロシップ

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第40期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロシップの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月10日

株式会社プロシップ

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 小出　検次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 跡部　尚志　　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プロシップ

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第41期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロシップの平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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