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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 249 ― △49 ― △49 ― △50 ―
20年3月期第1四半期 201 3.0 △45 ― △45 ― △43 ―

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 △1,929.15 ―
20年3月期第1四半期 △1,630.65 ―

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 848 592 69.8 22,430.05
20年3月期 952 643 67.5 24,359.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  592百万円 20年3月期  643百万円

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 600 ― △45 ― △45 ― △47 ― 1,780.30
通期 1,450 19.4 80 ― 80 ― 76 ― 2,878.78

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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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  26,400株 20年3月期  26,400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  26,400株 20年3月期第1四半期  26,400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．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信（非連結）」（平成20年５月９日付）において公表した金額より変更しておりません。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．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。  
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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１四半期におけるわが国経済は、企業の設備投資等が緩やかに拡大する中で推移したものの、原油並びに原材

料価格の高騰、米国のサブプライムローン問題に起因する世界的な金融不安の台頭など、景気の先行きに不透明感が

広がりました。 

 当社の属する情報サービス業界においては、企業のＩＴ化投資は内部統制システム整備への対応に伴う需要が伸び

ているものの、景気の先行き不透明感が強まったことから慎重さが増してきております。 

 このような環境の中、当社は、営業体制の強化を図り収益基盤を築く取り組みに着手しており、引き続きパートナ

ー企業との関係強化、エンドユーザへの直接アプローチに注力し営業活動を行っております。 

 マネージド・セキュリティ・サポート・プロバイダー事業（以下、「ＭＳＳＰ事業」という。）におきましては、

引き続きセキュリティ・サポート・サービスを提供する顧客の獲得に努めるとともに、サービスメニューの整備を行

い、サポート機器及びサービスの拡大並びにサービス品質のさらなる向上を図ってまいりました。その結果、この部

門の売上高は、226,458千円となりました。 

 一方、ログ・アナリシス・プロバイダー事業（以下、「ＬＡＰ事業」という。）におきましては、ログ分析システ

ム「ＬｏｇＳｔａｒｅ」の対応領域の拡大をさらに図り、当四半期におきましてはデータベースのアクセスログへの

対応を完了しリリースを行っております。今後さらに対応領域の拡大及び企業の内部統制上必要となる証跡ツールと

しての機能の強化を図ってまいります。その結果、この部門の売上高は、23,494千円となりました。 

 以上の結果、ほぼ計画通りの推移となり、売上高249,952千円（前年同期比24.1％増）、営業損失49,881千円、経

常損失49,811千円、四半期純損失50,929千円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

①当第１四半期の財政状態 

 財政状態につきましては、総資産848,065千円（前事業年度末比104,330千円の減少）、負債の部合計255,911千円

（前事業年度末比53,384千円の減少）となり、純資産の部合計は592,153千円（前事業年度末比50,945千円の減少）

となりました。 

②当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、45,886千

円増加し、当第１四半期末には371,851千円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、資金は77,468千円の取得となりました。これは主に売掛債権の減少184,887千円と前受金の増加

33,824千円及び仕入債務の増加107,917千円並びに税引前第１四半期純損失50,593千円の差額によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は31,314千円の使用となりました。これは主に差入保証金の差入21,580千円とソフトウェア

の取得9,456千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は267千円の使用となりました。これは割賦債務の返済によるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期は前年同期比で売上高は上回っているものの、利益はいずれも下回っておりますが、当初の計画通り

で推移しており、第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 
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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 

① 簡便な会計処理 

      固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 四半期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。 

（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の適用 

 「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

    ③ リース取引に関する会計基準等の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第

１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性

の乏しいリース取引については、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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 371,851 325,964

売掛金 145,976 330,863

商品 1,268 475

原材料 4,496 4,576

仕掛品 3,439 3,565

前渡金 1,666 1,646

前払費用 23,394 16,906

未収入金 4,284 2,411

流動資産合計 556,376 686,409

固定資産   

有形固定資産   

建物 48,716 42,772

減価償却累計額 △9,249 △8,697

建物（純額） 39,466 34,074

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △1,909 △1,838

車両運搬具（純額） 826 897

工具、器具及び備品 53,796 50,775

減価償却累計額 △28,321 △25,423

工具、器具及び備品（純額） 25,475 25,352

有形固定資産合計 65,767 60,325

無形固定資産   

ソフトウエア 117,116 118,141

電話加入権 241 241

ソフトウエア仮勘定 2,712 2,825

無形固定資産合計 120,070 121,207

投資その他の資産   

投資有価証券 35,542 29,093

関係会社株式 － 6,475

長期前払費用 407 524

差入保証金 69,899 48,359

投資その他の資産合計 105,849 84,452

固定資産合計 291,688 265,985

資産合計 848,065 952,395
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 90,210 198,127

未払金 22,855 18,115

未払費用 32,589 11,861

未払法人税等 624 1,843

前受金 85,319 51,495

預り金 2,932 2,628

賞与引当金 12,453 24,374

未払消費税等 2,775 851

流動負債合計 249,760 309,296

固定負債   

長期未払金 6,151 －

固定負債合計 6,151 －

負債合計 255,911 309,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,950 361,950

資本剰余金 338,950 338,950

資本準備金 338,950 338,950

利益剰余金 △108,646 △57,716

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △108,646 △57,716

株主資本合計 592,253 643,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △100 △84

評価・換算差額等合計 △100 △84

純資産合計 592,153 643,098

負債純資産合計 848,065 952,395
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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 249,952

売上原価 181,158

売上総利益 68,794

販売費及び一般管理費 118,676

営業損失（△） △49,881

営業外収益  

受取利息 84

受取配当金 6

その他 0

営業外収益合計 91

営業外費用  

支払利息 21

営業外費用合計 21

経常損失（△） △49,811

特別損失  

固定資産除却損 781

特別損失合計 781

税引前四半期純損失（△） △50,593

法人税、住民税及び事業税 325

法人税等調整額 10

法人税等合計 335

四半期純損失（△） △50,929
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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（△） △50,593

減価償却費 12,725

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,921

受取利息及び受取配当金 △91

支払利息 21

固定資産除却損 781

売上債権の増減額（△は増加） 184,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △587

仕入債務の増減額（△は減少） △107,917

前受金の増減額（△は減少） 33,824

その他 16,441

小計 77,572

利息及び配当金の受取額 91

利息の支払額 △21

法人税等の支払額 △172

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,468

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 △317

無形固定資産の取得による支出 △9,456

差入保証金の差入による支出 △21,580

その他 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,314

財務活動によるキャッシュ・フロー  

割賦債務の返済による支出 △267

財務活動によるキャッシュ・フロー △267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,886

現金及び現金同等物の期首残高 325,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 371,851
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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 

 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 201,467 

Ⅱ 売上原価 157,680 

売上総利益 43,786 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 89,165 

営業損失（△） △45,379 

Ⅳ 営業外収益 230 

Ⅴ 営業外費用 39 

経常損失（△） △45,188 

Ⅵ 特別損失 1,884 

税引前第１四半期純損失
（△）  

△47,073 

法人税、住民税及び事業
税  

364 

法人税等調整額  △4,388 

第１四半期純損失（△） △43,049 
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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  △47,073 

減価償却費  6,433 

賞与引当金の増加額  △6,443 

固定資産除却損  1,884 

受取利息  △229 

売上債権の減少額  251,672 

たな卸資産の増加額  △9,707 

仕入債務の減少額  △96,934 

前受金の増加額  8,111 

その他  25,740 

小計 133,453 

利息の受取額  184 

法人税等の支払額  △5,905 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

127,733 

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  

△3,435 

無形固定資産の取得によ
る支出  

△28,426 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△31,862 

Ⅲ 現金及び現金同等物の増
加額 

95,870 

Ⅳ 現金及び現金同等物の期
首残高 

484,260 

Ⅴ 現金及び現金同等物の第
１四半期末残高 

580,131 
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