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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 5,542 ― △434 ― △453 ― △390 ―

20年3月期第1四半期 8,021 △9.2 △1,033 ― △1,072 ― △787 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1,483.50 ―

20年3月期第1四半期 △4,541.38 ―

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

21年3月期第1四半期 11,262 459 4.1 1,745.46
20年3月期 18,321 1,029 4.7 3,276.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  459百万円 20年3月期  862百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 13,600 ― △230 ― △320 ― △50 ― △189.82

通期 37,000 △14.6 1,200 118.1 1,000 586.6 1,270 ― 4,821.42

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）  有  

（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。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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るもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）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。 
詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。又、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 エス・アンド・アイ株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  264,884株 20年3月期  264,884株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,476株 20年3月期  1,476株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  263,408株 20年3月期第1四半期  173,372株



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 

当第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題によ

る米国経済の減速、原油等の原材料価格の高騰に伴う物価上昇の影響等により、景気の減速傾向は一層強まりまし

た。又、当社グループが属する情報通信機器等のネットワーク関連業界は、ユーザ企業における投資対効果重視の姿

勢を背景とした商談期間の長期化、コスト削減要請等、引き続き厳しい事業環境で推移しました。 

当社グループは、このような環境の中、日本ユニシスグループ傘下で事業収益力の更なる向上と経営基盤強化に向け

た取り組みを進めてまいりました。当第１四半期の売上高は55億42百万円となり、前年同四半期比24億79百万円

（30.9％減）の減少となりました。これは主に、事業効率化の一環として、平成20年５月１日付で当社が保有する連

結子会社エス・アンド・アイ㈱の全株式をユニアデックス㈱に譲渡したことにより、当第１四半期からエス・アン

ド・アイ㈱が連結対象から除外されたこと（前年同四半期売上高22億33百万円）によるものであります。 

損益面につきましては、売上総利益は12億43百万円となり、エス・アンド・アイ㈱の連結除外（前年同四半期売上総

利益3億57百万円）に伴い前年同四半期比3億66百万円（22.8％減）の減少となりましたが、売上総利益率は外注原価

の内製化等の原価低減により22.4％（前年同四半期は20.1％）と上昇しました。販売管理費は、エス・アンド・アイ

㈱の連結除外（前年同四半期販売管理費5億30百万円）及び経費の費消効率化により16億77百万円となり、前年同四

半期比9億66百万円（36.5％減）の減少、その結果、営業損失は4億34百万円（前年同四半期は10億33百万円の営業損

失）となりました。経常損失は、支払利息16百万円等が加わり、4億53百万円（前年同四半期は10億72百万円の経常

損失）となりました。さらに、エス・アンド・アイ株式売却益64百万円を特別利益として計上、その他の特別損益及

び税金費用を加え、四半期純損失は3億90百万円（前期は7億87百万円の四半期純損失）となりました。  

（当社の四半期業績の季節的変動要因） 

当社のインテグレーションサービス事業は、事業形態の特徴として納入システムのユーザ検収が第２・第４四半期に

集中し、売上が当該各四半期に偏る傾向にあるため、第１・第３四半期の売上は年間計画に占めるウエイトが低く、

例年、営業損失を計上する収益構造となっております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ70億59百万円減少し、112億62百万円となりました。 

これは主に、エス・アンド・アイ㈱の連結除外及び売掛金の回収促進による売上債権の減少60億45百万円、仕入債務

の減少29億77百万円、現金及び預金の減少5億63百万円及び有利子負債の減少31億73百万円等によるものでありま

す。 

当第１四半期のキャッシュ・フローの状況は、エス・アンド・アイ㈱の連結除外による資金の減少4億4百万円を含

め、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ5億63百万円減少し、1億71百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少18億84百万円、たな卸資産の増加6億34百万円、税金等調整

前四半期純損失3億90百万円等による支出があったものの、売上債権の減少額38億82百万円等による収入、及び減価

償却費1億32百万円により、13億43百万円の収入（前年同四半期は16億4百万円の支出）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出があったものの、エス・アンド・アイ

株式売却による収入4億44百万円等が上回った結果、2億4百万円の収入（前年同四半期は2億31百万円の支出）となり

ました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額16億7百万円及び長期借入金の返済による支出5億円の結

果、21億8百万円の支出（前年同四半期は9億95百万円の収入）となりました。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、売上高・営業利益・経常利益の各項目は平成20年５月９

日に公表いたしました業績予想に変更はありませんが、特別損益として、平成20年７月29日に公表いたしました

訴訟案件の和解に関する特別利益に、サービス部門の事務所移転費用引当（特別損失）を加え、当第２四半期連

結累計期間の純損失の予想を3億20百万円から50百万円に修正いたします。なお、サービス部門の事務所移転費

用につきましては、平成20年５月９日の業績予想の中で下期の特別損失として見込んでいたことから、通期の業

績予想への影響はありません。 

又、通期の業績予想につきましても、売上高・営業利益・経常利益の各項目は平成20年５月９日に公表いたしま

した業績予想に変更はありませんが、上記訴訟案件の和解に関する特別利益により、当期純利益の予想を8億70

百万円から12億70百万円に修正いたします。  

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） 

前連結会計年度まで連結子会社でありましたエス・アンド・アイ㈱は、当社が保有する全株式を平成20年５月１

日付でユニアデックス㈱に売却したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理  

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定しております。 

棚卸資産の簿価の切下げに関して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

を行う方法により算定しております。又、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計

年度末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては前連結会計年度以降に著しい変化が

ないと認められる限り、前連結連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関 

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。又、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第

１四半期連結会計期間から適用し、商品は移動平均法による原価法、未成工事支出金及び貯蔵品は個別法による

原価法（ともに貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、重要性が乏しいリース資産を除き、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、この変更による損益への影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 171 735

受取手形及び売掛金 3,721 9,767

商品 886 1,077

未成工事支出金 2,906 2,416

その他 753 1,090

貸倒引当金 △14 △19

流動資産合計 8,425 15,067

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 451 501

減価償却累計額 △202 △219

建物及び構築物（純額） 248 282

工具、器具及び備品 3,204 3,277

減価償却累計額 △2,082 △2,221

工具、器具及び備品（純額） 1,122 1,056

有形固定資産合計 1,370 1,338

無形固定資産   

のれん － 40

ソフトウエア等 － 737

ソフトウエア 568 －

その他 8 －

無形固定資産合計 577 777

投資その他の資産   

投資有価証券 411 417

長期未収入金 1,059 1,059

その他 504 746

貸倒引当金 △1,085 △1,085

投資その他の資産合計 889 1,137

固定資産合計 2,837 3,253

資産合計 11,262 18,321



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,199 5,176

関係会社短期借入金 1,059 2,667

1年内返済予定の長期借入金 1,000 800

未払法人税等 10 46

前受収益 1,651 1,164

事務所移転費用引当金 214 214

その他 1,074 1,748

流動負債合計 7,209 11,818

固定負債   

長期借入金 3,250 5,050

退職給付引当金 275 383

役員退職慰労引当金 － 14

その他 68 26

固定負債合計 3,593 5,473

負債合計 10,802 17,292

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,720 3,720

資本剰余金 2,830 2,830

利益剰余金 △5,748 △5,321

自己株式 △368 △368

株主資本合計 434 861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 1

為替換算調整勘定 △3 －

評価・換算差額等合計 25 1

少数株主持分 － 166

純資産合計 459 1,029

負債純資産合計 11,262 18,321



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高 5,542

売上原価 4,298

売上総利益 1,243

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び給料手当 807

法定福利及び厚生費 99

退職給付費用 41

賃借料 162

業務委託費 201

旅費及び交通費 79

減価償却費 63

研究開発費 23

その他 198

販売費及び一般管理費合計 1,677

営業損失（△） △434

営業外収益  

受取利息及び配当金 1

その他 2

営業外収益合計 3

営業外費用  

支払利息 16

その他 6

営業外費用合計 23

経常損失（△） △453

特別利益  

子会社株式売却益 64

その他 0

特別利益合計 64

特別損失  

固定資産除却損 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △390

法人税、住民税及び事業税 4

法人税等調整額 △4

法人税等合計 0

四半期純損失（△） △390



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △390

減価償却費 132

支払利息 16

子会社株式売却損益（△は益） △64

売上債権の増減額（△は増加） 3,882

たな卸資産の増減額（△は増加） △634

仕入債務の増減額（△は減少） △1,884

未払費用の増減額（△は減少） △225

その他 548

小計 1,380

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △19

法人税等の支払額 △18

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,343

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 △251

有形固定資産の売却による収入 31

無形固定資産の取得による支出 △20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

444

投資活動によるキャッシュ・フロー 204

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,607

長期借入金の返済による支出 △500

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △563

現金及び現金同等物の期首残高 735

現金及び現金同等物の四半期末残高 171



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。又、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第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） 

当連結グループは情報通信分野におけるネットワークシステムインテグレータとして、全て同一セグメントに属

するネットワークシステムのコンサルティング、システム構築及びネットワーク機器販売並びにそれに付随する

サポートサービス及びアウトソーシング事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はあ

りません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

当第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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



６. その他の情報 

(1）持分法の適用に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、持分法非適用非連結子会社でありましたネットマークス(上海)有限公司は重要

性が増したため、 持分法適用の範囲に含めております。 

(2) 和解による訴訟の解決 

当社は、「厚生労働省向けネットワーク機器販売及び支援サービス並びに国保連合会システム」に係る一連の取

引において、当社の販売先である㈱デジタルデザインより、平成19年２月２日付で損害賠償、売買代金相当額返

還又は不当利得返還を予備的に求める訴訟を提起されておりました。これに対して、当社は平成19年２月15日付

で同社に対し未回収の売買代金等の支払いを求める反訴の提起を行いました。又、本件に関連して平成19年12月

26日付でニスコム㈱から請負代金を求める訴訟を提起されておりました。以上の件につきまして、当社といたし

ましては、支払い義務がないものとし、正当な論拠を主張してまいりましたが、この度、平成20年７月29日付に

て和解が成立するに至りました。 



「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 8,021 

Ⅱ 売上原価 6,411 

売上総利益 1,610 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,644 

営業損失 1,033 

Ⅳ 営業外収益 11 

Ⅴ 営業外費用 50 

経常損失 1,072 

Ⅵ 特別利益 196 

Ⅶ 特別損失 7 

税金等調整前四半期純損失 883 

法人税等 △77 

少数株主利益 △19 

四半期純損失 787 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失 △883 

減価償却費  198 

子会社株式売却益  △196 

売上債権の減少額  5,187 

たな卸資産の増加額  △933 

仕入債務の減少額  △2,524 

その他  △2,387 

小計 △1,539 

利息及び配当金の受取額  10 

利息の支払額  △36 

法人税等の支払額  △38 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,604 

Ⅱ 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  △334 

無形固定資産の取得による支出  △135 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入  249 

その他  △11 

投資活動によるキャッシュ・フロー △231 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額  1,000 

少数株主への配当金の支払額  △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー 995 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △841 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,823 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,981 



（３）セグメント情報 

ａ．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19年４月１日 至平成19年６月30日） 

当連結グループは情報通信分野におけるネットワークシステムインテグレータとして、全て同一セグメントに属

するネットワークシステムのコンサルティング、システム構築及びネットワーク機器販売並びにそれに付随する

サポートサービス及びアウトソーシング事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はあ

りません。 

ｂ．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19年４月１日 至平成19年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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