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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,441 ― △84 ― △80 ― △83 ―

20年3月期第2四半期 1,148 △46.8 △337 ― △348 ― △641 ―

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2四半期 △542.47 ―

20年3月期第2四半期 △4,173.33 ―

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2四半期 2,604 1,462 55.6 9,424.72
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2四半期  1,449百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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) 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2四半期  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2四半期  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2四半期  153,800株 20年3月期第2四半期  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14
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２四半期（４月から９月）における国内の実態経済は依然として、不景況感が続いており、又内需の回復の兆

しもなく先行き不透明感が増しております。サブプライムローンで端を発した米国金融危機の影響で日銀発表の９月

企業短期経済観測調査（短観）によれば、大企業製造業の業況判断指数もマイナスに転じています。   

 こうした国内経済環境の中、当期４月から実施した機構改革の効果の兆しが出てまいりました。 

 当期は 黒字化を目指しており現在、順調に推移してきております。常に顧客のビジネス視点に立ち、顧客へ新た

な価値を提供できる企業基盤の確立を目指す新３ヵ年計画も推進しております。 

 当第２四半期(４月から９月）は、売上高1,441百万円となりました。利益面におきましては、営業損失84百円、経

常損失80百万円、四半期純損失83百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間の事業部門別の概要は以下の通りであります。 

 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473百万円、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204百万円、インテグレーションサービス事業の売上高は264百万

円、サポート&サービス事業の売上高は500百万円となりました。 

 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部門では、前期に受注した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製品が売上となりました。又、電力系ブロー

ドバンドサービスプロバイダから米国Siemens Home & Office Communication Devices社のPPPoEクライアントソフト

ウエア製品の受注が売上となりました。 

 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社製品は当期も通信キャリア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、米国Infoblox社のDHCP/DNSの売上は前期よりも増大したものの前期同様、一

般企業のIT設備投資の鈍化により受注時期が第３四半期以降にずれ込む結果となりましたが、第３四半期において大

手企業プロジェクトに採用され、納入となりました。 

 インテグレーションサービス事業では、一般企業向けネットワーク構築案件の他に米国TippingPointTechnology社

不正侵入防御セキュリティ製品が大手企業セキュリティ基盤構築プロジェクトに採用され、納入となりました。サポ

ート&サービス事業では、販売増加に伴う保守契約が堅調に推移しております。また保守サービス向上に向けてCRM導

入の準備を行っており、10月から実稼動に入る予定となっております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の流動資産は、2,214百万円（前事業年度末は2,213百万円）となり１百万円増加いたしました。こ

れは現金及び預金の増加(965百万円から1,105百万円へ140百万円増加）、前渡金の増加（171百万円から208百万円へ

37百万円増加）、および受取手形及び売掛金の減少（696百万円から601百万円へ94百万円の減少）、商品の減少

（281百万円から216百万円へ65百万円の減少）等が主な要因であります。 

 当第２四半期末の固定資産は、389百万円（前事業年度末は503百万円）となり113百万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、敷金保証金の返還による減少18百万円が主な要因であります。 

 当第２四半期末の流動負債は、1,135百万円（前事業年度末は1,172百万円）となり37百万円減少いたしました。こ

れは買掛金の減少（294百万円から247百万円へ47百万円の減少）、短期借入金の減少（435百万円から340百万円へ95

百万円の減少）および前受金の増加（299百万円から397百万円へ98百万円の増加）が主な要因であります。 

 当第２四半期末の純資産は、1,462百万円（前事業年度末は1,539百万円）となり77百万円減少いたしました。これ

は資本剰余金の減少（1,229百万円から630百万円へ598百万円の減少）、利益剰余金の増加（△598百万円から△83百

万円へ515百万円の増加）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２四半期の売上高は、第１四半期に引き続き概ね計画通りに推移しております。第３四半期以降も概ね計画通

りに推移するものと見込んでおります。 

 一方、費用関係につきましても第１四半期同様、労務費等の削減効果があらわれ、営業利益、経常利益、及び四半

期純利益につきましても計画をわずかながら上回って推移しております。第３四半期以降も更にコスト削減に努め、

計画を達成できるものと考えております。 

 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。 



  

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。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 1,105,231 965,138

受取手形及び売掛金 601,372 696,147

有価証券 47,822 39,439

商品 216,039 281,518

仕掛品 9,213 5,071

前渡金 208,454 171,404

その他 37,227 57,937

貸倒引当金 △10,438 △3,343

流動資産合計 2,214,923 2,213,313

固定資産   

有形固定資産 63,679 62,715

無形固定資産 8,122 8,077

投資その他の資産 318,129 432,800

固定資産合計 389,932 503,593

資産合計 2,604,855 2,716,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 247,087 294,646

短期借入金 340,000 435,100

未払法人税等 5,764 6,534

賞与引当金 58,262 56,747

役員賞与引当金 14,500 －

前受金 397,877 299,107

その他 72,399 80,838

流動負債合計 1,135,891 1,172,975

固定負債   

繰延税金負債 6,931 4,352

固定負債合計 6,931 4,352

負債合計 1,142,822 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 630,370 1,229,039

利益剰余金 △83,432 △598,669

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,448,905 1,532,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 617 △3,754

評価・換算差額等合計 617 △3,754

新株予約権 12,510 10,996

純資産合計 1,462,032 1,539,579

負債純資産合計 2,604,855 2,716,906



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,441,319

売上原価 979,676

売上総利益 461,643

販売費及び一般管理費 545,977

営業損失（△） △84,334

営業外収益  

受取利息 867

受取配当金 730

デリバティブ評価益 8,383

その他 2,005

営業外収益合計 11,986

営業外費用  

支払利息 2,760

為替差損 5,194

その他 69

営業外費用合計 8,023

経常損失（△） △80,371

特別利益  

新株予約権戻入益 874

特別利益合計 874

特別損失  

固定資産除却損 2,044

特別損失合計 2,044

税引前四半期純損失（△） △81,542

法人税、住民税及び事業税 1,890

法人税等合計 1,890

四半期純損失（△） △83,432



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △81,542

減価償却費 13,046

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,515

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,974

受取利息及び受取配当金 △1,597

支払利息 2,760

売上債権の増減額（△は増加） 94,775

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,032

仕入債務の増減額（△は減少） △47,559

その他 101,863

小計 134,819

利息及び配当金の受取額 1,593

利息の支払額 △2,500

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 130,133

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 △32,312

定期預金の払戻による収入 20,495

有形固定資産の取得による支出 △10,438

無形固定資産の取得による支出 △1,030

投資有価証券の取得による支出 △600

その他 17,170

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,714

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） △95,100

配当金の支払額 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,142

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） 28,275

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 765,880



 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。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,148,783  100.0

Ⅱ 売上原価        929,894  81.0

売上総利益        218,889  19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        556,332  48.4

営業損失（△）       △337,442 △29.4

Ⅳ 営業外収益        6,624  0.6

Ⅴ 営業外費用        17,584  1.5

経常損失（△）       △348,402 △30.3

Ⅵ 特別利益        1,984  0.2

Ⅶ 特別損失        68,229  6.0

税引前中間純損失（△）       △414,647 △36.1

法人税、住民税及び事業税  2,115            

法人税等調整額  225,095  227,210  19.8

中間純損失（△）       △641,858 △55.9

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純損失（△） △414,647

 減価償却費  7,039

 賞与引当金の増減額  3,679

 役員賞与引当金の増減額  14,000

 貸倒引当金の増減額  25,984

 受取利息及び受取配当金 △4,478

 支払利息  789

 投資有価証券評価損  40,960

 デリバティブ評価損  12,655

 売上債権の増減額  2,751,140

 たな卸資産の増減額 △130,130

 仕入債務の増減額 △2,577,640

 その他  35,330

小計 △235,317

 利息及び配当金の受取額  4,166

 利息の支払額 △682

 法人税等の支払額 △1,891

 法人税等の還付  70,961

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,762

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 △230,785

 定期預金の払戻による収入  122,331

 有形固定資産の取得による支出 △13,217

 無形固定資産の取得による支出 △5,263

 投資有価証券の取得による支出 △600

 投資有価証券の売却による収入  240,900

 その他 △1,009

投資活動によるキャッシュ・フロー  112,355

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 △17,500

 配当金の支払額 △293

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,793

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加額 △68,200

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中間期末残高  489,009
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