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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

【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】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

 当第１四半期連結会計期間において当社連結子会社であるサイバネットシステム㈱が新
たにCybernet Systems Holdings U.S. Inc.を設立したため、連結の範囲に含めておりま
す。 

(2)変更後の連結子会社の数 

 15社 

 

 

２．持分法の適用に
関する事項の変更 

(1)持分法適用関連会社の変更 

 当社は当第１四半期連結会計期間より、グーモ㈱は株式を新規取得したため持分法の適
用範囲に含めております。 

(2)変更後の持分法適用関連会社の数 

 ７社 

 

 

３．会計処理基準に
関する事項の変更 

(1)受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準等の変更 

 受注制作ソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成
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１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結
会計期間に着手した受注制作ソフトウェア開発のうち、当第１四半期連結会計期間末まで
の進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウェ
ア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用
しております。 

 これにより、売上高は382,118千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半
期純利益は、それぞれ54,202千円増加しております。 

(2)不動産賃貸の収益及び費用の計上基準等の変更 

 従来、不動産賃貸に関わる収益及び対応する費用は、営業外収益及び営業外費用に計上
しておりましたが、当期よりそれぞれ売上高及び売上原価として計上する方法に変更しま
した。 

 この変更は、今後不動産賃貸収入の増加が見込まれ、定款の事業目的を変更しているこ
とから行ったもののであります。なお、この変更により従来の方法と比較して、売上高は
462,392千円、売上原価は227,558千円増加し、営業利益は234,834千円増加しております
が、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間において、流動負債の「短期借入金」に含めていた「１年内返済予定の長期借入金」は
重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。 

なお、前第１四半期連結会計期間の「短期借入金」に含まれる「１年内返済予定の長期借入金」は26,700千円で
あります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資
有価証券の売却による収入」は重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしており
ます。なお、前第１四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「投資
有価証券の売却による収入」は26,210千円であります。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第１四半期連結累計期間 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

１．棚卸資産の評
価方法 

 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年
度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売
却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 

２．固定資産の減
価償却費の算定方
法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定する方法によっております。 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

１ 偶発債務 １ 偶発債務 

  連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対
して、次のとおり債務保証をおこなっております。 

 

※２ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工

事損失引当金は、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工事契約に係るたな卸資

産のうち、工事損失引当金に対応する額は仕掛品

318,592千円であります。 

㈱高速屋 31,250千円 

 

  連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対
して、次のとおり債務保証をおこなっております。 

 
㈱高速屋 40,625千円 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(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。 

従業員給料         3,992,301千円 

貸倒引当金繰入額        1,954千円 

役員退職慰労引当金繰入額    14,486千円 

役員賞与引当金繰入額      34,933千円 

 

 

※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。 

従業員給料         3,300,777千円 

貸倒引当金繰入額        1,836千円 

役員退職慰労引当金繰入額    16,432千円 

役員賞与引当金繰入額      30,572千円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月

１日 至 平成21年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 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。 

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(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20年６月30日現在) 

※１ 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６月30日現在) 

  

 
  

現金及び預金勘定 16,932,906千円 

有価証券勘定 1,706,751千円 

小計 18,639,657千円 

預入期間が３か月を超える定
期預金 

△5,000千円 

ＭＭＦを除く有価証券 △1,590,749千円 

現金及び現金同等物 17,043,908千円 

 

 
現金及び預金勘定 25,258,264千円 

有価証券勘定 395,334千円 

小計 25,653,599千円 

預入期間が３か月を超える定
期預金 

△5,000千円 

ＭＭＦを除く有価証券 △278,966千円 

現金及び現金同等物 25,369,632千円 

株式の種類 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(株) 

 普通株式 35,746,329 

株式の種類 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(株) 

 普通株式 3,860,336 

会社名 

当第１四半期 

連結会計期間末残高 

(千円) 

提出会社 62,088 

合計 62,088 

決議 株式の種類 配当の原資 
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 

平成21年５月13日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 478,303 15 平成21年３月31日 平成21年６月23日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ソフトウェア開発関連事業 

  通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用アプ

リケーションの受託ソフトウェア開発、品質評価及び管理支援、コンサルティング、プロダクト開発販

売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造・販売等 

(2) アウトソーシング事業 

  システム保守・運用サービス、データエントリー及びヘルプデスクサービス等 

(3) その他の事業 

  人材派遣業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（30,434千円）の主なものは、管理部門に

かかる費用であります。 

  

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

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) ソフトウェア開発関連事業 

  通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用アプ

リケーションの受託ソフトウェア開発、品質評価及び管理支援、コンサルティング、プロダクト開発販

売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造・販売等 

(2) アウトソーシング事業 

  システム保守・運用サービス、データエントリー及びヘルプデスクサービス等 

(3) その他の事業 

  不動産賃貸業・人材派遣業等 

 
ソフトウェア
開発関連事業 

(千円) 

アウトソーシ
ング事業 

(千円) 

その他事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

31,249,608 6,509,158 642,496 38,401,262 － 38,401,262 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

11,497 15,884 3,051 30,434 （30,434） － 

計 31,261,105 6,525,042 645,548 38,431,697 （30,434） 38,401,262 

営業利益又は 
営業損失（△） 

1,096,683 △274,697 7,746 829,733 39 829,772 

 
ソフトウェア
開発関連事業 

(千円) 

アウトソーシ
ング事業 

(千円) 

その他事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する売
上高 

28,442,775 6,468,775 1,047,090 35,958,641 － 35,958,641 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 112,831 304,741 417,572 （417,572） － 

計 28,442,775 6,581,606 1,351,831 36,376,213 （417,572） 35,958,641 

営業利益又は 
営業損失（△） 

△414,453 100,676 379,415 65,639 33 65,672 
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３ 会計処理の方法の変更 

(1)当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日

企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12

月27日 企業会計基準適用指針第18号）を適用しております。これにより、ソフトウェア開発関連事業の

売上高は382,112千円増加し、営業利益は54,202千円増加しております。 

(2)当第１四半期連結会計期間より「その他の事業」区分に不動産賃貸業を追加しております。この結果、従

来の方法と比較してその他の事業の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高控除前）は764,074千円

増加し、営業利益が370,651千円増加しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動が認められないため、記載しておりません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動が認められないため、記載しておりません。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第１四半期連結累計期間 

  

 
（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失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 

 
  

当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

  

 
  

１株当たり純資産額 2,156円49銭 

  

 
  

１株当たり純資産額 2,137円03銭 

項目 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 78,861,973 78,236,805 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 68,761,765 68,141,431 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 10,100,207 10,095,374 

 （うち新株予約権）（千円） （62,088） （46,566） 

 （うち少数株主持分）（千円） （10,038,119） （10,048,808） 

普通株式の発行済株式数（千株） 35,746 35,746 

普通株式の自己株式数（千株） 3,860 3,860 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株） 

31,885 31,886 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

  

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失が計上されてい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（△） △９円23銭 

  

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 １円86銭 

項目 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(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又は四半期純損失（△） 

 四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △311,672 59,408 

 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円） 

△311,672 59,408 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 33,782 31,886 
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(重要な後発事象) 

サイバネットシステム株式会社によるカナダ法人Waterloo Maple社の株式取得と子会社化 

当社の連結子会社であるサイバネットシステム株式会社（以下「同社」）は、平成21年７月31日開催の

取締役会において、同社がカナダに設立した同社100％出資の特別目的会社CYBERNET  HOLDINGS 

CANADA,INC.（以下「CANADA社」）を通じ、株式の取得により、WATERLOO  MAPLE  INC.（以下「MAPLE

社」）を子会社化することを決議し、同日に基本合意書を締結いたしました。 

  

(1)株式取得の理由 

現在、同社は日本、中国、台湾におけるMAPLE社の販売代理店でありますが、今回の子会社化に伴い、

同社が日本市場で培ってきた数式処理ビジネスのノウハウとMAPLE社の卓越した技術競争力によるシナジ

ー効果により、グローバルな市場に向けて、ものづくりプロセスとして注目を集めるモデルベース開発手

法を一層拡大し、複雑化する制御設計用モデル開発環境の強化と組込ソフトウェア開発の統合的ソリュー

ションの実現が期待できます。 

  

(2)CANADA社の概要 

①名称        CYBERNET HOLDINGS CANADA,INC. 

②本店所在地     カナダ オンタリオ州 

③資本金       37,500千カナダドル（平成21年８月末払込予定） 

④設立年月      平成21年７月 

⑤代表者       田中邦明（サイバネットシステム株式会社代表取締役社長） 

⑥従業員数      ０名 

⑦事業内容      持株会社 

⑧大株主及び持株比率 サイバネットシステム株式会社 100％出資 

  

(3)MAPLE社の概要 

①名称        WATERLOO MAPLE INC. 

②本店所在地     カナダ オンタリオ州 

③資本金       2,908千カナダドル 

④設立年月      1988年４月 

⑤代表者       Jim Cooper（CEO） 

⑥従業員数      122名 

⑦事業内容 

 数式処理ソフトウェアおよび複合物理モデリング環境の開発、販売、サポート 

⑧ 近の業績（2009年３月期連結ベース） 

 売上高       15,487千カナダドル 

 当期純利益        379千カナダドル 

 総資産       10,361千カナダドル 

 純資産        2,548千カナダドル 

⑨同社と当該会社との関係 

 同社は、当該会社が提供する数式処理ソフトウェア「Maple」の日本国内における販売 

 代理店であります。 
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⑩大株主及び持株比率  

 Keith O Geddes  22％ 

 C. James Cooper 19.8％ 他 68名 

  

(4)株式取得先の主な相手先の概要 

 
  

(5)取得株式の価額および取得後の所有株式の状況 

 取得価額         37,000千カナダドルを予定しております。 

 取得後の所有株式数の割合 普通株式100％ 

  

(6)株式取得時期 

 平成21年８月中に発行済普通株式4,839,219株の全株を取得する予定であります。 

  

(7)契約上の重要な特約等 

買収後の業績に応じた譲渡価額調整条項があります。 

  

(8)資金調達方法 

自己資金 

氏名 Keith O. Geddes C. James Cooper

住所 カナダオンタリオ州ウォータールー市 カナダオンタリオ州ウォータールー市

同社との関係 特筆すべき利害関係はありません 特筆すべき利害関係はありません 
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平成20年８月６日

富士ソフト株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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」に掲げられている富

士ソフト株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

（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、富士ソフト株式会社及び連結子会社の平成

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１四半期連結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。 

追記情報 

 セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の「（注）４ 事業区分の変更」に記載されていると

おり、会社はセグメント情報の事業区分を変更した。 

  

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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

太陽ＡＳＧ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  川 口  勉  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  柴 谷  哲 朗  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  石 原  鉄 也   印 

(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いません。 



  

平成21年８月５日

富士ソフト株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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」に掲げられている富
士ソフト株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（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、富士ソフト株式会社及び連結子会社の平成
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１四半期連結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。 
  

追記情報 
1.四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ているとおり、会社は当第１
四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を
適用している。 

2.四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ているとおり、会社は不動産
賃貸の収益及び費用について、当第１四半期連結会計期間より計上区分を変更している。 

3.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社の連結子会社であるサイバネットシステム株式会社
は、平成21年７月31日開催の取締役会において、同社が100％出資する特別目的会社を通じ、株式取得に
より、WATERLOO MAPLE INC.を子会社化することを決議し、同日に基本合意書を締結している。 
  
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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

太陽ＡＳＧ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    川  口    勉  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    柴 谷   哲 朗  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    石 原   鉄 也   印 

(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いません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年８月７日 

【会社名】 富士ソフト株式会社 

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    白 石 晴 久 

【最高財務責任者の役職氏名】 専務取締役      三 角 恒 明 

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長 白石晴久及び当社最高財務責任者 三角恒明は、当社の第40期第１四半期(自

平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正

に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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