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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高
営業利益又は
営業損失（△）

経常利益又は
経常損失（△）

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 1,835 △42.8 △406 － △428 － △723 －

19年３月期第３四半期 3,207 △30.8 32 △91.6 28 △91.5 8 △95.2

19年３月期 4,220  79  66  △277  

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期
（当期）純損失（△）

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３四半期 △4,705 27 － －

19年３月期第３四半期 55 93 － －

19年３月期 △1,787 20 － －

(2）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３四半期 2,761 1,653 59.6 10,697 34

19年３月期第３四半期 6,376 2,369 37.2 15,405 94

19年３月期 5,702 2,384 41.8 15,505 62

(3）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３四半期 △190 83 182 632

19年３月期第３四半期 420 △124 △313 1,189

19年３月期 △217 △111 △320 557
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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３月期第３四半期 － －

20年３月期第３四半期 － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 3,812 △9.7 △29 － △50 － △345 － △2,243 17

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的と判断す

る一定の前提に基づいており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の数値等は業況の変化等により、大き

く異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資が増加を続けているほか、個人消費にも持

ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかに拡大を続けておりましたが、米国サブプライム問題や原油・原材料価格

の高騰に伴う国内物価への影響等懸念材料が生じ、今後の景気動向に不透明感が出てまいりました。

  このような経済環境の中、当社は、売上高1,835百万円（前年同期比42.8％減）、営業損失406百万円（前年同期は、

32百万円の営業利益）、経常損失428百万円（前年同期は28百万円の経常利益）の計上となりました。

　第４四半期に向けた課題は以下のとおりであります。

①大型プロジェクト受注残案件について年度内に納品・検収を確実に行なう

②大手一般企業向けの受注が堅調なInfoblox社ネットワーク製品及びVASCO社、TippingPoint社セキュリティ製品の拡

　販強化に努める

③WiMAX、フェムトセルといった次世代移動通信ネットワークサービスを今年から開始しているモバイルキャリアに対

　するJuniper社SBRユーザ認証セキュリティソフト製品の販売強化

④JSOX法に基づくネットワークの見える化対応で受注が堅調になったNetscout社ネットワークアプリケーション性能管

　理製品の拡販強化

⑤ビジネスの「選択と集中」により上記案件獲得に向け社内リソースの集中

２．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３四半期における総資産は、前事業年度に比べ2,941百万円減少し、2,761百万円となりました。その主な要因は、

売掛金が2,807百万円減少したことによるものであります。

　負債は、前事業年度末に比べ2,210百万円減少し、1,107百万円となりました。その主な要因は、短期借入金が200百万

円増加しましたが、買掛金が2,492百万円減少したことによるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ731百万円減少し、1,653百万円となりました。その主な要因は、第３四

半期純損失計上による利益剰余金723百万円の減少によるものであります。

（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632百万円となり、前事業年度末に比べ74百万円の増加となりまし

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190百万円の支出となりました。その主な内容は、売上債権の減少2,779百万円

があったものの仕入債務の減少2,492百万円、税引前四半期純損失495百万円の計上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83百万円の収入となりました。その主な内容は、定期預金の預入れによる支出

251百万円、固定資産の取得による支出40百万円があったものの投資有価証券の売却による収入240百万円、定期預金の

払戻による収入137百万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182百万円の収入となりました。その主な内容は、長期借入金の返済17百万円が

あったものの短期借入金の純増200百万円があったためであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており平成19年11月30日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。

  なお、第４四半期におきましては、通常案件以外に下期に見込んでおりました大型プロジェクト案件を含め、大型プ

ロジェクト受注案件が10件、この売上が約10億円見込まれております。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　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）最近事業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）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成19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 1,381,317 854,243 △527,074 △38.2 753,875

２.受取手形 40,719 13,238 △27,480 △67.5 17,437

３.売掛金 3,359,748 452,166 △2,907,582 △86.5 3,259,694

４.たな卸資産 151,139 485,892 334,752 221.5 315,445

５.前渡金 202,251 194,562 △7,688 △3.8 153,296

６.その他 148,533 62,760 △85,773 △57.7 231,246

貸倒引当金 △912 △1,438 △525 57.5 △1,346

流動資産合計 5,282,797 2,061,425 △3,221,371 △61.0 4,729,649

Ⅱ　固定資産      

１.有形固定資産 27,810 67,753 39,943 143.6 32,489

２.無形固定資産 3,688 8,564 4,876 132.2 4,922

３.投資その他の資産      

(1)投資有価証券 643,394 318,443 △324,950 △50.5 639,773

(2)その他 420,337 331,977 △88,360 △21.0 296,000

貸倒引当金 △1,774 △27,069 △25,294 － －

投資その他の資産合
計

1,061,956 623,351 △438,605 △41.3 935,774

固定資産合計 1,093,455 699,670 △393,785 △36.0 973,186

資産合計 6,376,252 2,761,095 △3,615,156 △56.7 5,702,836
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科目

前四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成19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 3,454,755 328,395 △3,126,359 △90.5 2,820,955

２.短期借入金 100,000 300,000 200,000 200.0 100,000

３.１年内返済予定長
期借入金

25,750 － △25,750 － 17,500

４.未払法人税等 － 5,708 5,708 － －

５.前受金 298,902 310,607 11,705 3.9 226,044

６.その他 127,411 157,296 29,884 23.5 153,573

流動負債合計 4,006,818 1,102,008 △2,904,810 △72.5 3,318,072

Ⅱ　固定負債      

１.繰延税金負債 － 5,394 5,394 － －

固定負債合計 － 5,394 5,394 － －

負債合計 4,006,818 1,107,402 △2,899,416 △72.4 3,318,072

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１.資本金　 1,182,604 1,182,604 － － 1,182,604

２.資本剰余金 1,229,039 1,229,039 － － 1,229,039

３.利益剰余金 532,250 △477,645 △1,009,895 △189.7 246,024

４.自己株式 △280,637 △280,637 － － △280,637

株主資本合計 2,663,256 1,653,360 △1,009,895 △37.9 2,377,030

Ⅱ　評価・換算差額等      

１.その他有価証券評
価差額金

△293,822 △8,109 285,712 － 7,733

評価・換算差額等合計 △293,822 △8,109 285,712 － 7,733

Ⅲ　新株予約権 － 8,442 8,442 － －

純資産合計 2,369,433 1,653,693 △715,740 △30.2 2,384,764

負債及び純資産合計 6,376,252 2,761,095 △3,615,156 △56.7 5,702,836
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）
平成19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 1,835,914 △1,372,005 △42.8 4,220,929

Ⅱ　売上原価 2,425,541 1,434,256 △991,284 △40.9 3,144,653

売上総利益 782,379 401,658 △380,721 △48.7 1,076,276

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

750,204 807,738 57,534 7.7 996,794

営業利益又は
営業損失（△）

32,175 △406,080 △438,255 － 79,481

Ⅳ　営業外収益 11,250 7,037 △4,212 △37.4 12,150

Ⅴ　営業外費用 15,385 29,142 13,757 89.4 25,628

経常利益又は
経常損失（△）

28,039 △428,185 △456,225 － 66,003

Ⅵ　特別利益 814 900 85 10.4 381

Ⅶ　特別損失 － 68,229 68,229 － 502,652

税引前第３四半期純
利益又は税引前第３
四半期（当期）純損
失（△）

28,854 △495,514 △524,369 － △436,268

法人税、住民税及び
事業税

13,429 3,060 △10,369 △77.2 3,780

過年度法人税等 － － － － 15,410

法人税等調整額 6,714 225,095 218,381 － △177,943

第３四半期純利益又
は第３四半期（当
期）純損失（△）

8,711 △723,670 △732,381 － △277,514
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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
資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,182,604 1,229,039 － 1,229,039 10,000 130,000 106,024 246,024 △280,637 2,377,030

第３四半期会計期間中の変動額

資本準備金からその他資本剰余

金への振替
 △300,000 300,000 －      －

四半期純損失（△）       △723,670 △723,670  △723,670

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
          

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
－ △300,000 300,000 － － － △723,670 △723,670 － △723,670

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,182,604 929,039 300,000 1,229,039 10,000 130,000 △617,645 △477,645 △280,637 1,653,360

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
7,733 7,733 － 2,384,764

第３四半期会計期間中の変動額

資本剰余金からその他資本剰余

金への振替
   －

四半期純損失    △723,670

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額）
△15,843 △15,843 8,442 △7,400

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
△15,843 △15,843 8,442 △731,070

平成19年12月31日　残高

（千円）
△8,109 △8,109 8,442 1,653,693
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（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

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 105,000 515,019 630,019 － 3,041,663

前事業年度中の変動額

別途積立金の積立　（注）     25,000 △25,000 －  －

剰余金の配当　　　（注）      △74,480 △74,480  △74,480

役員賞与　　　　　（注）      △32,000 △32,000  △32,000

当期純損失（△）      △277,514 △277,514  △277,514

自己株式の取得        △280,637 △280,637

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
（千円）

－ － － － 25,000 △408,994 △383,994 △280,637 △664,632

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 130,000 106,024 246,024 △280,637 2,377,030

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△38,577 △38,577 3,003,085

事業年度中の変動額

別途積立金の積立　（注）   －

剰余金の配当　　　（注）   △74,480

役員賞与　　　　　（注）   △32,000

当期純損失（△）   △277,514

自己株式の取得   △280,637

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

46,311 46,311 46,311

事業年度中の変動額合計
（千円）

46,311 46,311 △618,321

平成19年３月31日　残高
（千円）

7,733 7,733 2,384,764

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３期

　　　第３四半期）

当四半期
（平成20年３期

　　　第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益又は税引前四半期
（当期）純損失

28,854 △495,514 △436,268

減価償却費 6,846 14,713 9,287

賞与引当金の増減額 △9,748 △28,170 28,734

役員賞与引当金の増減額 16,000 21,000 －

貸倒引当金の増減額 △814 27,160 △2,155

受取利息及び受取配当金 △10,925 △4,858 △11,475

支払利息 728 1,691 1,021

投資有価証券評価損 － 40,960 502,652

デリバティブ評価損 5,592 25,513 15,386

売上債権の増減額 △1,785,512 2,779,606 △1,660,401

たな卸資産の増減額 △100,225 △180,471 △265,253

仕入債務の増減額 2,453,738 △2,492,559 1,819,938

未払消費税等の増減額 △27,458 － △28,582

役員賞与の支払額 △32,000 － △32,000

その他 △23,518 27,931 △23,827

小計 521,557 △262,996 △82,943

利息及び配当金の受取額 10,882 4,546 11,253

利息の支払額 △727 △1,584 △1,106

法人税等の支払額 △111,108 △1,891 △144,719

法人税等の還付額 － 70,961 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,604 △190,964 △217,516
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前年同四半期
（平成19年３期

　　　第３四半期）

当四半期
（平成20年３期

　　　第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 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 △251,885 △286,433

定期預金の払戻による収入 123,755 137,331 208,799

有形固定資産の取得による支出 △547 △34,856 △2,425

無形固定資産の取得による支出 △579 △5,263 △2,000

投資有価証券の取得による支出 △17,002 △900 △17,302

投資有価証券の売却による収入 － 240,900 －

貸付けによる支出 △30,000 － △30,000

貸付けの回収による収入 － － 30,000

会員権の取得による支出 △4,000 － △4,000

敷金及び保証金の差入による支出 △475 － △5,060

その他 △2,237 △1,755 △2,983

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,949 83,571 △111,406

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 100,000 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △57,770 △17,500 △66,020

配当金の支払額 △73,876 △293 △73,859

自己株式の取得による支出 △281,479 － △280,637

財務活動によるキャッシュ・フロー △313,125 182,206 △320,517

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 74,813 △649,440

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,206,649 557,209 1,206,649

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,189,178 632,023 557,209
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