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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 601 △5.1 △123 ― △119 ― △122 ―

20年3月期第1四半期 633 △22.5 △150 ― △159 ― △100 ―

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 △797.18 ―

20年3月期第1四半期 △655.92 ―

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 2,494 1,428 56.7 9,202.81
20年3月期 2,716 1,539 56.3 9,938.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,415百万円 20年3月期  1,528百万円

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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期累計期間 1,569 36.6 △110 ― △113 ― △113 ― △734.72

通期 3,611 30.8 109 ― 103 ― 103 ― 669.70

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、２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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  156,800株 20年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,000株 20年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  153,800株 20年3月期第1四半期  153,800株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）および「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１
４号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期における国内経済は、原油高騰、米国景気の減速、円高が続いており、6月の日銀企業短期経済観測

調査（短観）によれば、景況感は悪化、製造業をはじめとする一般企業の設備投資の伸びは鈍化傾向にあり、またIT

（情報技術）業界も不透明感が出てきています。

　このような国内経済環境の中、当社は当期より機構改革を実施し、営業部門・技術部門の統合化による事業本部体

制でスタートしました。

当第１四半期は、売上高601百万円（前年同期比5.1%減）となりました。利益面におきましては、営業損失123百万円

（前年同期は150百万円）、経常損失119百万円（前年同期は159百万円）となりました。

　当第１四半期の事業部門別の概要は以下の通りであります。

　当期より機構改革に基づき事業部門は、プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダー部門）、プ

ロダクトセールス事業（エンタープライズネットワーク部門）、インテグレーションサービス事業、サポート&サー

ビス事業の３事業４部門に変更いたしました。

　プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）の売上高は170百万円、プロダクトセールス事業

（エンタープライズネットワーク部門）の売上高は97百万円、インテグレーションサービス事業の売上高は96百万円、

サポート&サービス事業の売上高は236百万円となりました。

  プロダクトセールス事業の通信事業者/サービスプロバイダー部門では、前期で次世代移動体通信サービス

（WiMax,Femtocel）のAAA認証サーバとして米国Juniper Networks社SBR製品が採用され、受注を獲得したものの、当

第１四半期ではその構築および開発のため売上には貢献せず、第２四半期以降となりました。

  アプリケーションパフォーマンス管理・監視製品の米国NetScout社製品は、通信キャリアでの大型プロジェクトと

外資系証券・生保会社への納入が行われました。

  当事業のエンタープライズ部門では、一般企業IT設備投資の鈍化により、米国Infoblox社のDHCP/DNSの売上は低調

となりました。

　インテグレーションサービス事業では、前期同様、建設会社設計部門とのネットワーク構築案件の共同提案による

企業向け大規模ネットワーク案件を受注したものの、その他一般企業向けネットワーク構築案件は第２四半期以降に

延びた結果となりました。

　サポート&サービス事業においては、当社が納入したネットワークおよび付帯機器の保守を行うと共に、ネットワー

クの増強・機能拡張・更新等についてプロフェッショナルサービスを提供しております。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の流動資産は、2,080百万円（前事業年度末は2,213百万円）となり132百万円減少いたしました。

これは売掛金の減少（685百万円から391百万円へ230百万円減少）、商品の減少（281百万円から247百万円へ34百万

円減少）および現金及び預金の増加（965百万円から1,092百万円へ126百万円増加）等が主な要因であります。

　当第１四半期末の固定資産は、413百万円（前事業年度末は503百万円）となり90百万円減少いたしました。これは

長期性預金の流動資産への振替100百万円が主な要因であります。

　当第１四半期末の流動負債は、1,056百万円（前事業年度末は1,172百万円）となり116百万円減少いたしました。

これは前受金の増加（299百万円から499百万円へ200百万円増加）、買掛金の減少（294百万円から166百万円へ128百

万円減少）および短期借入金の減少（435百万円から290百万円へ144百万円減少）が主な要因であります。

　当第１四半期末の純資産は、1,428百万円（前事業年度末は1,539百万円）となり110百万円減少いたしました。こ

れは利益剰余金の減少が主な要因であります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の売上高は当初計画通りに推移しております。第２四半期の見通しにつきましても概ね計画通りに推

移するものと見込んでおります。

　一方、費用につきましても当第１四半期は労務費等の費用削減効果があらわれており、第２四半期以降もコスト削

減に一層努めますので、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましても、計画通りに推移するものと見込んでお

ります。

　従いまして、平成20年５月16日発表の「平成20年３月期　決算短信」における第２四半期累計期間及び通期の業績

予想に変更はありません。

上記の予想は、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。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）四半期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当事業年度より「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。また、「四半期財務諸表等規則」に

従い四半期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

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（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20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,092,073 965,138

受取手形及び売掛金 466,084 696,147

有価証券 53,656 39,439

商品 247,293 281,518

仕掛品 571 5,071

前渡金 199,114 171,404

その他 25,941 57,937

貸倒引当金 △3,861 △3,343

流動資産合計 2,080,875 2,213,313

固定資産   

有形固定資産 65,440 62,715

無形固定資産 8,607 8,077

投資その他の資産 339,275 432,800

固定資産合計 413,323 503,593

資産合計 2,494,198 2,716,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 137,156 294,646

短期借入金 290,200 435,100

未払法人税等 2,409 6,534

賞与引当金 88,550 56,747

役員賞与引当金 7,000 －

前受金 452,833 299,107

その他 77,870 80,838

流動負債合計 1,056,020 1,172,975

固定負債   

繰延税金負債 9,402 4,352

固定負債合計 9,402 4,352

負債合計 1,065,422 1,177,327

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 1,229,039 1,229,039

利益剰余金 △721,274 △598,669

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,409,731 1,532,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,659 △3,754

評価・換算差額等合計 5,659 △3,754

新株予約権 13,384 10,996

純資産合計 1,428,776 1,539,579

負債純資産合計 2,494,198 2,716,906



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 601,385

売上原価 449,831

売上総利益 151,554

販売費及び一般管理費 275,542

営業利益 △123,987

営業外収益  

受取利息 425

デリバティブ評価益 14,217

その他 537

営業外収益合計 15,181

営業外費用  

支払利息 1,737

為替差損 9,003

その他 69

営業外費用合計 10,809

経常利益 △119,616

特別損失  

固定資産除却損 2,044

税引前四半期純利益 △121,660

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等合計 945

四半期純利益 △122,605



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △121,660

減価償却費 6,318

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,803

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,551

受取利息及び受取配当金 △425

支払利息 1,737

売上債権の増減額（△は増加） 230,062

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,441

仕入債務の増減額（△は減少） △157,489

その他 170,937

小計 179,173

利息及び配当金の受取額 347

利息の支払額 △1,371

法人税等の支払額 △3,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 174,369

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 △14,156

定期預金の払戻による収入 5,050

有形固定資産の取得による支出 △4,905

無形固定資産の取得による支出 △550

投資有価証券の取得による支出 △300

その他 3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,622

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） △144,900

配当金の支払額 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,829

現金及び現金同等物の期首残高 737,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,434



　当事業年度より「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。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 633,959

Ⅱ　売上原価 498,782

売上総利益 135,177

Ⅲ　販売費及び一般管理費 285,628

営業利益 △150,451

Ⅳ　営業外収益 3,964

Ⅴ　営業外費用 13,170

経常利益 △159,657

Ⅵ　特別利益 986

Ⅶ　特別損失 200

税引前四半期純利益 △158,870

法人税、住民税及び事業税 781

法人税等調整額 △58,770

四半期純利益 △100,881
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失 △158,870

減価償却費 2,115

賞与引当金の増減額 37,328

役員賞与引当金の増減額 6,999

貸倒引当金の増減額 △86

受取利息及び受取配当金 △3,833

支払利息 360

売上債権の増減額 156,187

たな卸資産の増減額 △14,278

仕入債務の増減額 △336,568

未払消費税等の増減額 10,372

その他 68,913

小計 △231,360

利息及び配当金の受取額 3,833

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △1,726

営業活動によるキャッシュ・フロー △229,613

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 △112,545

定期預金の払戻による収入 5,041

有形固定資産の取得による支出 △4,557

投資有価証券の取得による支出 △300

投資有価証券の売却による収入 240,900

会員権の売却による収入 200

敷金及び保証金の返還による収入 282

その他 △745

投資活動によるキャッシュ・フロー 128,275

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △8,250

配当金の支払額 △75

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,325

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 △109,662

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 557,209

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 447,546

－ 2 －
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