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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　有

　　たな卸資産については、実地たな卸しを省略しております。

　　その他、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　    　：　無

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨表示)

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３月期第３四半期 3,207 △30.8 32 △91.6 28 △91.5 8 △95.2

18年３月期第３四半期 4,636 2.5 380 27.2 331 19.2 181 18.9

（参考）18年３月期 6,357  383  331  177  

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３月期第３四半期 55 93 ― ―

18年３月期第３四半期 5,103 95 ― ―

（参考）18年３月期 3,987 98 ― ―

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．平成18年４月１日に１:４の株式分割を実施しております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の平成18年３月期第３四半期の１株当たり四半期純利益は1,275円98銭、平成18年３月期の１株当たり当期

純利益は996円99銭であります。

３．平成17年５月20日に１:２の株式分割を実施しております。なお、平成18年３月期第３四半期の１株当たり四半

期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して計算しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、19年３月期第３四半期は希薄化効果を有しない

ため、18年３月期第３四半期並びに18年３月期については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　第３四半期におけるわが国経済は、欧米向け輸出の好調と設備投資の緩やかな拡大から11月に拡大58ヶ月目を向かえ、

戦後最長（57ヶ月）の“いざなぎ景気”を超えました。しかし、実質賃金の減少や天候不順の影響などで個人消費の低迷

に拍車がかかり、内需主導の景気拡大に減速感が高まりつつあります。

　このような経済環境の中で、IT関連市場は、前四半期に続き、競争激化、IT投資のデフレ化から抜け出せず、依然とし

て厳しい状況で推移しております。

　そのような状況のもとで、当社は、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会  実務対応報告第17号）の趣旨に鑑み、平成19年３月期より商社的取引に関する売上高を純額表示に変更したことに

より従来の方法に比べ売上高、売上原価はそれぞれ5,574百万円減少いたしました。

　さらに大手通信会社および金融機関向け各製品の売上までのリードタイムの長さが当四半期における売上と利益に貢献

できず、当第３四半期までの売上高は、3,207百万円（前年同期比△30.8％）となりました。

　利益面では、営業利益は32百万円（前年同期比△91.6％）、経常利益は28百万円（前年同期比△91.5％）、四半期純利

益は8百万円(前年同期比△95.2％）となりました。

 (2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（百万円未満切捨表示）

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３月期第３四半期 6,376 2,369 37.2 15,405 94

18年３月期第３四半期 4,594 3,185 69.3 81,274 25

（参考）18年３月期 4,573 3,003 65.7 75,793 00

 【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３月期第３四半期 420 △124 △313 1,189

18年３月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △202 △1,149 1,207 1,206

（注）19年３月期第１四半期よりキャッシュ・フローの状況の開示を行っているため、前年同四半期については記載して

おりません。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

①財政状態の変動状況

　当第３四半期における総資産は、前年同期末に比べ1,781百万円増加し、6,376百万円となりました。流動資産は、現預

金、売掛金及び商品等が増加したことにより、前年同期末比2,156百万円増加し5,282百万円となりました。　

　固定資産は、投資有価証券が605百万円減少したことにより前年同期末比374百万円減少し1,093百万円となりました。ま

た純資産は、自己株式を取得したこと及び有価証券評価差額金が増加したことにより2,369百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期における現金及び現金同等物の残高は1,189百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは420百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の増加1,785百万円、棚卸

資産の増加100百万円があったものの、仕入債務の増加2,453百万円があったためであります。

（投資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・フローは、124百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出193百

万円、貸付による支出30百万円、投資有価証券の取得による支出17百万円があったためであります。

（財務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・フローは、313百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金100百万円があったも

のの、自己株式の取得による支出281百万円、長期借入金の返済による支出57百万円、配当金の支払額73百万円があったた

めであります。
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  売上高 経常利益 当期純利益

 前 回 発 表 予 想 （Ａ） 6,000 500 275

 今 回 修 正 予 想 （Ｂ） 5,000 300 130

 増     減      額 （Ｂ－Ａ） △1,000 △200 △145

 増   　減 　 　率 （％） △16.7 ％ △40.0 ％ △52.7 ％

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）845円25銭

［業績予想に関する定性的情報等］

  業績予想につきましては、大手通信会社向けフロールータの出荷が開始され、当第４四半期への売上寄与になるものの、

エンタープライズ向けネットワーク構築ビジネスの過当競争による売上及び利益減が影響し、上記のとおり業績予想の修

正を行なうものとなりました。

　従来からのエンタープライズ向けセキュリティ製品を含むプロダクト・ビジネスは順調に推移しております。

　また、来期に向けて、フロールータ及びブロードバンド・ソリューション等NGN向けビジネスの販売を強化し、市場の期

待に応えてまいります。

　なお、配当予想につきましては、前回発表予想からの変更はありません。

　上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実

際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

なお、平成18年３月期の第３四半期決算においては、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんの

で、記載しておりません。

 

  以　上
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１．（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

前四半期
（平成18年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１.現金及び預金 1,381,317 1,228,659 152,658 12.4 1,331,682

２.受取手形 40,719 155,509 △114,790 △73.8 209,565

３.売掛金 3,359,748 1,452,155 1,907,593 131.4 1,405,390

４.たな卸資産 151,139 56,170 94,969 169.1 50,913

５.前渡金 202,251 188,943 13,308 7.0 192,650

６.その他 148,533 47,021 101,511 215.9 52,055

貸倒引当金 △912 △1,778 865 △48.7 △1,727

流動資産合計 5,282,797 3,126,680 2,156,116 69.0 3,240,529

Ⅱ　固定資産      

１.有形固定資産 27,810 39,220 △11,410 △29.1 32,867

２.無形固定資産 3,688 6,916 △3,228 △46.7 5,247

３.投資その他の資産      

(1)投資有価証券 643,394 1,248,700 △605,306 △48.5 1,062,413

(2)その他 420,337 173,241 247,095 142.6 234,136

貸倒引当金 △1,774 ― △1,774 ― △1,774

投資その他の資産合計 1,061,956 1,421,942 △359,985 △25.3 1,294,775

固定資産合計 1,093,455 1,468,079 △374,624 △25.5 1,332,890

資産合計 6,376,252 4,594,760 1,781,491 38.8 4,573,420
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科目

当四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

前四半期
（平成18年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１.買掛金 3,454,755 720,369 2,734,385 379.6 1,001,016

２.短期借入金 100,000 ― 100,000 ― ―

３.１年内返済予定長
期借入金

25,750 95,210 △69,460 △73.0 66,020

４.未払法人税等 ― 61,596 △61,596 △100.0 66,342

５.前受金 298,902 293,611 5,291 1.8 271,732

６.その他 127,411 133,175 △5,764 △4.3 147,724

流動負債合計 4,006,818 1,303,963 2,702,855 207.3 1,552,835

Ⅱ　固定負債      

１.長期借入金 ― 25,750 △25,750 △100.0 17,500

２.繰延税金負債 ― 79,096 △79,096 △100.0 ―

固定負債合計 ― 104,846 △104,846 △100.0 17,500

負債合計 4,006,818 1,408,810 2,598,008 184.4 1,570,335

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 ― 1,182,604 ― ― 1,182,604

Ⅱ　資本剰余金 ― 1,229,039 ― ― 1,229,039

Ⅲ　利益剰余金 ― 634,169 ― ― 630,019

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

― 140,137 ― ― △38,577

資本合計 ― 3,185,950 ― ― 3,003,085

負債及び資本合計 ― 4,594,760 ― ― 4,573,420

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１.資本金　 1,182,604 ― ― ― ―

２.資本剰余金 1,229,039 ― ― ― ―

３.利益剰余金 532,250 ― ― ― ―

４.自己株式 △280,637 ― ― ― ―

株主資本合計 2,663,256 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等      

１.その他有価証券評
価差額金

△293,822 ― ― ― ―

評価・換算差額等合計 △293,822 ― ― ― ―

純資産合計 2,369,433 ― ― ― ―

負債及び純資産合計 6,376,252 ― ― ― ―
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２．（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

前四半期
（平成18年３月期

第３四半期）
増減

（参考）
平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,207,920 4,636,231 △1,428,310 △30.8 6,357,801

Ⅱ　売上原価 2,425,541 3,492,498 △1,066,957 △30.5 4,978,149

売上総利益 782,379 1,143,732 △361,353 △31.6 1,379,652

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

750,204 762,827 △12,623 △1.7 996,204

営業利益 32,175 380,904 △348,729 △91.6 383,447

Ⅳ　営業外収益 11,250 4,158 7,091 170.5 6,011

Ⅴ　営業外費用 15,385 53,596 △38,211 △71.3 58,217

経常利益 28,039 331,466 △303,426 △91.5 331,241

Ⅵ　特別利益 814 ― 814 ― ―

Ⅶ　特別損失 ― 12,322 △12,322 △100.0 19,411

税引前第３四半期
（当期）純利益

28,854 319,144 △290,289 △91.0 311,830

法人税、住民税及び
事業税

13,429 138,310 △124,881 △90.3 139,296

法人税等調整額 6,714 △769 7,484 ― △4,920

第３四半期（当期）
純利益

8,711 181,603 △172,892 △95.2 177,453
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年３期

　　　第３四半期）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期（当期）純利益 28,854 311,830

減価償却費 6,846 20,349

賞与引当金の増減額 △9,748 8,018

役員賞与引当金の増減額 16,000 ―

貸倒引当金の増減額 △814 1,718

受取利息及び受取配当金 △10,925 △3,605

支払利息 728 3,280

デリバティブ評価損 5,592 3,476

売上債権の増減額 △1,785,512 166,836

たな卸資産の増減額 △100,225 △30,934

仕入債務の増減額 2,453,738 △435,850

未払消費税等の増減額 △27,458 △4,401

役員賞与の支払額 △32,000 △32,000

その他 △23,518 △46,587

小計 521,557 △37,867

利息及び配当金の受取額 10,882 3,626

利息の支払額 △727 △3,191

法人税等の支払額 △111,108 △165,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,604 △202,682
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当四半期
（平成19年３期

　　　第３四半期）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円）

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 △193,862 △157,079

定期預金の払戻しによる収入 123,755 147,461

有形固定資産の取得による支出 △547 △40,116

無形固定資産の取得による支出 △579 △1,136

投資有価証券の取得による支出 △17,002 △1,160,937

貸付けによる支出 △30,000 ―

会員権の取得による支出 △4,000 △44,920

敷金及び保証金の差入による支出 △475 △1,156

その他 △2,237 107,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,949 △1,149,899

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 100,000 △40,000

長期借入金の返済による支出 △57,770 △149,760

株式の発行による収入 ― 1,485,647

配当金の支払額 △73,876 △88,265

自己株式の取得による支出 △281,479 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △313,125 1,207,622

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増減額 △17,471 △144,959

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,206,649 1,351,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,189,178 1,206,649
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