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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 262 ― △44 ― △45 ― △45 ―
20年3月期第1四半期 133 △12.3 △81 ― △80 ― △90 ―

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 △3,086.34 ―
20年3月期第1四半期 △7,478.39 ―

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 904 473 51.9 31,641.80
20年3月期 1,013 519 50.8 34,728.15

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  469百万円 20年3月期  514百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 500 ― △75 ― △75 ― △75 ― △5,057.99
通期 1,700 48.9 50 ― 50 ― 40 ― 2,697.00

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  有  

(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） 

(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  14,828株 20年3月期  14,828株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  14,828株 20年3月期第1四半期  12,091株
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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

①売上高

  当第１四半期の売上高は、アクセスソリューション部門は前年同期比25百万円増収の76百万円、ミドルウェア部

門は同23百万円増収の64百万円、クラスターサーバー部門は同89百万円増収の121百万円となりました。事業譲渡に

よりビジュアルネクサス事業の前年同期売上高10百万円が減少しましたが、合計で同128百万円増収の262百万円と

なりました。

②売上総利益

　売上高の前年同期比128百万円の増収に伴い、売上総利益も増益となり、前年同期比19百万円増益の98百万円とな

りました。

③販売費及び一般管理費

　当第１四半期の販管費は、143百万円と前年同期比17百万円の減少となりました。販管費減少の主な要因は、ビ

ジュアルネクサス事業譲渡による同事業の直接経費の減少であります。

④営業利益

　当第１四半期の営業損失は、前年同期比36百万円良化の44百万円となりました。

⑤営業外収益および費用

　特筆すべきものはありません。

⑥経常利益

　当第１四半期の経常損失は、前年同期比34百万円良化の45百万円となりました。

⑦特別損益

　特筆すべきものはありません。

⑧第１四半期純利益

　第１四半期純損失は、前年同期比44百万円良化の45百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）貸借対照表に関する情報　

①流動資産

  当第１四半期末の流動資産は、863百万円となり、前期末（平成20年3月末）比119百万円の減少となりました。変

動の主な要因は、大口買掛金支払等による現預金の減少164百万円、売掛金およびたな卸資産の増加29百万円等であ

ります。

②固定資産

　当第１四半期末の固定資産は、41百万円となり、前期末比11百万円の増加となりました。

③流動負債

　当第１四半期末の流動負債は、335百万円となり、前期末比60百万円の減少となりました。変動の主な要因は、買

掛金の減少141百万円、前受収益の増加54百万円等であります。

④固定負債

　当第１四半期末の固定負債は、95百万円となり、前期末比２百万円の減少となりました。

⑤純資産

　当第１四半期末の純資産は、473百万円となり、前期末比45百万円の減少となりました。変動の主な要因は、四半

期純損失45百万円の計上であります。

（２）キャッシュ・フローに関する情報　

　当第１四半期末における現金および現金同等物は、前期末に比べ164百万円減少し165百万円となりました。当第

１四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

  営業活動の結果使用した資金は、156百万円となりました。これは、主として大口買掛金の支払によるものであり

ます。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は、８百万円となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期において、財務活動はありませんでした。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、前年同期実績および期首計画を大きく上回っておりますが、第２四半期および通期の業績

予想につきましては、現時点においては平成20年５月12日の決算発表時の業績予想から変更はありません。
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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

　たな卸資産の評価方法

　当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎とした合理的な方法によって算定しております。

（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　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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、これに伴う損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 165,752 330,238

受取手形及び売掛金 505,033 494,434

商品 110,042 120,402

製品 1,302 1,286

仕掛品 37,399 5,286

前払費用 34,139 28,761

その他 9,633 2,774

流動資産合計 863,302 983,183

固定資産   

有形固定資産 173 0

無形固定資産 4,164 1,543

投資その他の資産   

長期前払費用 22,687 19,479

その他 59,566 53,769

貸倒引当金 △45,323 △44,526

投資その他の資産合計 36,930 28,722

固定資産合計 41,268 30,265

資産合計 904,571 1,013,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 132,458 273,684

未払法人税等 1,266 3,187

前受収益 102,084 47,276

賞与引当金 16,669 31,065

その他 83,175 41,432

流動負債合計 335,654 396,647

固定負債   

退職給付引当金 25,859 24,705

役員退職慰労引当金 25,662 25,662

長期前受収益 43,880 47,155

固定負債合計 95,402 97,523

負債合計 431,056 494,170
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 726,131 726,131

資本剰余金 467,035 467,035

利益剰余金 △723,981 △678,217

株主資本合計 469,184 514,949

新株予約権 4,329 4,329

純資産合計 473,514 519,278

負債純資産合計 904,571 1,013,448
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（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 262,173

売上原価 163,525

売上総利益 98,647

販売費及び一般管理費 143,584

営業損失（△） △44,936

営業外費用 217

経常損失（△） △45,154

税引前四半期純損失（△） △45,154

法人税、住民税及び事業税 610

法人税等合計 610

四半期純損失（△） △45,764
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（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  

税引前四半期純損失（△） △45,154

減価償却費 66

ソフトウエア償却費 274

貸倒引当金の増減額（△は減少） 797

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,154

為替差損益（△は益） △223

売上債権の増減額（△は増加） △10,598

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,768

仕入債務の増減額（△は減少） △141,226

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,330

その他の資産の増減額（△は増加） △16,243

その他の負債の増減額（△は減少） 102,514

小計 △154,133

法人税等の支払額 △2,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,573

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 △205

無形固定資産の取得による支出 △2,930

投資有価証券の取得による支出 △5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,135

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 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,485

現金及び現金同等物の期首残高 330,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 165,752
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　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

　当社は、前々事業年度において80,750千円、前事業年度に127,786千円の営業損失を計上しており、当第１四半

期会計期間においても44,936千円と継続的に営業損失を計上しております。これにより、当社には継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

　今後におきましては、中長期戦略については、平成20年６月19日に開示いたしました「企業価値向上委員会」

の答申をも踏まえて見直しを図り安定的に利益を上げ続けられる体制の構築を図るとともに、クラスターソリュー

ション及びIT-ECO製品群を中心とする環境関連新商材やホテル・マンションソリューション等の事業拡大に注力

し、当期営業黒字化を達成する予定であります。　

　四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期財務諸表

には反映しておりません。

（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 133,783

Ⅱ　売上原価 54,311

売上総利益 79,471

Ⅲ　販売費及び一般管理費 160,609

営業損失 81,137

Ⅳ　営業外収益 1,010

Ⅴ　営業外費用 4

経常損失 80,131

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 9,721

税金等調整前四半期純損失 89,852

税金費用 568

四半期純損失 90,421
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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  

　税引前第１四半期純損失(△） △89,852

　減価償却費 3,100

　ソフトウェア償却費 256

　事業譲渡関連損失 5,958

　賞与引当金の増減額（減少：△） △26,003

　退職給付引当金の増減額（減少： △） △18,391

　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △10,990

　受取利息及び受取配当金 △53

　為替差損益（差益：△） △130

　売上債権の増減額（増加：△） 264,237

　仕入債務の増減額（減少：△） △129,451

　たな卸資産の増減額（増加：△） △28,767

　未払消費税等の増減額（減少：△） △8,547

　前受金の増減額（減少：△） 18,199

　その他資産の増減額（増加：△） △57,399

　その他負債の増減額（減少：△） 83,847

小計 6,011

　法人税等の支払額 △3,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,307

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 △1,576

　無形固定資産の取得による支出 △3,594

　事業譲渡による収入 66,589

　貸付による支出 △11,800

投資活動によるキャッシュ・フロー 49,617

Ⅲ　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 －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 130

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 52,055

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 251,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 303,665
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（３）前年度の継続企業の前提に関する注記

　当社は、前々事業年度において139,194千円、前事業年度において80,750千円の営業損失を計上しており、当第

１四半期会計期間においても81,137千円と継続的に営業損失を計上しております。これにより、当社には継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、平成19年5月21日に不採算部門であったビジュアルコミュニケーション部門の事業譲渡を行い、経費効率

の改善を図ると共に、より伸びの見込めるクラスターサーバー部門等への経営資源の集中を図っております。こ

れにより、当期中に、将来に亘り営業利益を上げ続けられる体制を構築する予定です。

四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期財務諸表に

反映しておりません。
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