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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 494 ― △190 ― △220 ― △213 ―

20年3月期第1四半期 483 139.1 △123 ― △118 ― △69 ―

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 △13,594.01 ―

20年3月期第1四半期 △165,168.03 ―

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 2,737 △1,227 △45.7 △79,179.75

20年3月期 3,054 △1,010 △33.7 △65,289.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  △1,252百万円 20年3月期  △1,030百万円

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  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2四半期連結累計期間 1,420 ― 37 ― 10 ― 24 ― 1,543.14
通期 4,000 120.4 382 ― 340 ― 425 ― 27,100.77

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）  無  

(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  無  

(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） 

(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．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。また、「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 ― 社 （社名 ）

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  15,728株 20年3月期  15,728株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  15株 20年3月期  14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  15,714株 20年3月期第1四半期  15,632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

　当社の顧客対象である製造業を取り巻く経営環境が、資源価格の高騰等によって一層変化を求められる中、製品の

QCD（品質・コスト・納期）コントロール能力向上等、当社の提供するソリューションに対するニーズは引き続き旺盛

です。当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね当初の計画通りに推移しておりますが、中国連結子

会社において、25百万円の為替差損が発生しました。この結果、売上高は494百万円（前年同四半期比2.3％増）、経

常損失220百万円（同－％増）、第1四半期当期純損失213百万円（同－％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失215百万円、売上債

権の減少388百万円、仕入れ債務の減少153百万円などにより、33百万円の資金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、関係会社株式の売却による収入55百万円などにより、37百万円の資金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、長期借入金の返済による純減50百万円などにより39百万円の資金の支出とな

りました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は495百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社の業績については、現段階で、概ね計画通りに推移しておりますが、上記に記載のとおり、中国連結子会社に

おいて為替差損が発生しております。また、平成20年８月８日に発表いたしましたとおり、平成20年８月14日におい

て、当社の孫会社であるNextech Asia Holdings Ltd.の株式を譲渡いたしました。

平成20年５月26日に発表いたしました第２四半期及び通期業績予想数値への上記の事象に伴う影響につきましては、

現在策定中であり、確定次第ご報告いたします。

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）

　該当事項はありません。

（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

　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

　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。また、「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。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 495,362 539,449

売掛金 344,784 635,092

商品 39,940 31,885

仕掛品 760,993 735,994

前渡金 383,158 324,677

その他 163,003 158,931

流動資産合計 2,187,242 2,426,031

固定資産   

有形固定資産 87,029 100,797

無形固定資産 76,322 92,806

投資その他の資産 386,554 435,112

固定資産合計 549,905 628,715

資産合計 2,737,148 3,054,747

負債の部   

流動負債   

買掛金 122,177 221,434

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内償還予定の社債 133,600 133,600

1年内返済予定の長期借入金 321,858 356,000

未払法人税等 6,384 8,530

前受金 760,651 669,011

受注損失引当金 78,024 76,595

事業所閉鎖損失引当金 1,302 16,077

その他 128,092 153,664

流動負債合計 3,152,091 3,234,914

固定負債   

社債 266,400 266,400

長期借入金 520,142 536,000

その他 25,999 28,363

固定負債合計 812,541 830,763

負債合計 3,964,633 4,065,677



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 402,980 402,980

資本剰余金 845,186 845,186

利益剰余金 △2,493,368 △2,271,813

自己株式 △6,967 △6,948

株主資本合計 △1,252,170 △1,030,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △95 －

為替換算調整勘定 8,056 4,628

評価・換算差額等合計 7,961 4,628

新株予約権 14,428 12,468

少数株主持分 2,295 2,568

純資産合計 △1,227,485 △1,010,930

負債純資産合計 2,737,148 3,054,747



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 494,669

売上原価 332,870

売上総利益 161,799

販売費及び一般管理費 352,099

営業損失（△） △190,299

営業外収益  

負ののれん償却額 2,363

持分法による投資利益 1,949

その他 1,696

営業外収益合計 6,009

営業外費用  

支払利息 12,625

為替差損 23,811

その他 108

営業外費用合計 36,545

経常損失（△） △220,836

特別利益  

関係会社株式売却益 4,865

特別利益合計 4,865

特別損失  

固定資産除却損 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純損失（△） △215,979

法人税、住民税及び事業税 355

少数株主損失（△） △2,718

四半期純損失（△） △213,616



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △215,979

減価償却費 14,561

負ののれん償却額 △2,363

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,428

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △14,775

持分法による投資損益（△は益） △1,949

受取利息及び受取配当金 △86

支払利息 12,625

為替差損益（△は益） 24,804

売上債権の増減額（△は増加） 369,209

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,242

仕入債務の増減額（△は減少） △153,510

前払費用の増減額（△は増加） △8,600

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,114

未収入金の増減額（△は増加） 4,605

未払金の増減額（△は減少） △16,094

未払費用の増減額（△は減少） △6,763

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,129

その他 2,822

小計 △22,325

利息及び配当金の受取額 867

利息の支払額 △10,187

法人税等の支払額 △1,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,055

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 △356

無形固定資産の取得による支出 △15,000

関係会社株式の売却による収入 55,200

敷金及び保証金の回収による収入 △2,008

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,835

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,910,889

短期借入金の返済による支出 △1,900,000

長期借入れによる収入 40,000

長期借入金の返済による支出 △90,000

自己株式の取得による支出 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,129

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,086

現金及び現金同等物の期首残高 539,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 495,362



（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において、886,436千円の重要な営業損失および909,581千円の重要な経常損

失、並びに1,439,415千円の特別損失の発生により、2,590,825千円の当期純損失を計上した結果、1,010,930千円

の債務超過になったため、また当第1四半期連結累計期間においても、190,299千円の営業損失が発生し、213,616

千円の四半期純損失を計上した結果、1,227,485千円の債務超過になったため、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。

　当社グループの前連結会計年度における重要な営業損失および経常損失は、①ソフトウェア販売において販売

計画が未達であったこと、②一部プロジェクトにおいて、契約の見直しを行ったこと等によるものであります。

これに加えて、中国の連結子会社における収益計画の未達に伴い、のれんの帳簿価額435,619千円の減損により特

別損失を計上致しました。

　

　当社グループは当該状況を解消すべく、前連結会計年度末に掲げた以下の施策を進めております。

１．資金面における施策

① 債務超過の解消

平成20年7月29日開催の取締役会において、総額1,464,005千円の第三者割当増資を決議致しましたことにより、

当第２四半期連結会計期間中に債務超過は解消される見込みであります。

２．当第１四半期連結会計期間以降の利益回復を実現させる施策

① プロジェクトの品質管理体制の強化

契約期間・契約形態など受注方法を見直し、品質管理の徹底を図ります。

② コスト削減

販売促進費の抑制等、経費の削減に努めます。

③ 中国の連結子会社における経営改善

平成20年8月8日開催の取締役会において、不採算である中国子会社の完全売却を決議致しましたことにより、収

益悪化のリスクは軽減される見込みであります。

　なお、前連結会計年度に契約内容の変更を行い、検収時の売上計上となった案件の売上が、第1四半期連結会計

期間以降順次計上される見通しであり、利益回復の実現を見込んでおります。

 

　四半期連結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連結財

務諸表には反映しておりません。
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（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）

 

プロフェッショナル

サービス事業

(千円)

ネットワーク

セキュリティ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

（1）外部顧客に対する売上高 413,292 81,377 494,669 － 494,669

 (2）セグメント間の内部売上高

　　 又は振替高
－ － － － －

 計 413,292 81,377 494,669 － 494,669

 営業利益又は営業損失（△） 5,837 △69,598 △63,760 △126,538 △190,299

(注)１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(１) プロフェッショナルサービス事業・・・製造業向けシステム開発、導入及びそれに付随する要件定義等コ

ンサルテーションを含むソリューションサービス、データ分析・

整備・設計

(２) ネットワークセキュリティ事業・・・・ネットワークセキュリティ製品の販売

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）

 
日本

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 414,102 80,567 494,669 － 494,669

(2)セグメント間の内部売上高

　又は振替高
－ － － － －

 計 414,102 80,567 494,669 － 494,669

 営業利益又は営業損失（△） 4,120 △68,318 △64,197 △126,101 △190,299

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・中国（香港含む）

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）

 アジア

Ⅰ　海外売上高（千円） 80,567

Ⅱ　連結売上高（千円） 494,669

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.3

(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・中国（香港含む）

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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。

－ 2 －



「参考資料」

前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 483,769

Ⅱ　売上原価 306,619

売上総利益 177,150

Ⅲ　販売費及び一般管理費 300,498

営業損失 123,347

Ⅳ　営業外収益  

１．負ののれん償却 2,363

２．為替差益　 2,168

３．持分法による投資利益　 5,589

４．その他　 607

営業外収益合計　 10,729

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 6,311

２．その他　 52

営業外費用合計 6,363

経常損失 118,981

Ⅵ　特別利益  

１．関係会社株式売却益 9,380

特別利益合計 9,380

税金等調整前四半期純損失 109,601

法人税、住民税及び事業税 437

法人税等調整額 △13,967

少数株主損失 26,784

四半期純損失 69,287

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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

 

税金等調整前四半期純損失 △109,601

減価償却費 33,609

のれん償却費　 8,411

負ののれん償却費　 △2,363

持分法投資損益　 △5,589

関係会社株式売却益　 △9,380

支払利息 6,311

売上債権の減少額　 65,992

たな卸資産の増加額 △74,905

未収入金の増加額　 34,767

未払消費税等の減少額　 △18,342

仕入債務の減少額　 △82,985

未払金の増加額　 △51,524

その他　 △65,899

小計 △271,499

利息の支払額 △6,690

法人税等の支払額　 △1,797

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△279,988

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

△3,800

無形固定資産の取得による
支出　

△140,376

投資有価証券の取得による
支出　

△3,488

投資有価証券の売却による
収入　

142,735

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出
　

△6,036

その他　 5,589

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,377

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入による収入 370,000

株式の発行による収入　 76,731

自己株式の取得による支出
　

△56

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

446,675

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

3,902

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

161,309

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現
金同等物の減少額

△179,107

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首
残高

424,695

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

410,798

－ 5 －
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