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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） 

（注）21年3月期第2四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在
しないため記載しておりません。20年3月期第2四半期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(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 476 ― △19 ― △17 ― △19 ―

20年3月期第2四半期 367 △21.9 △18 ― 4 △87.7 0 96.7

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 △1,933.18 ―

20年3月期第2四半期 66.22 ―

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 1,201 943 78.5 95,376.39
20年3月期 1,214 987 81.3 97,934.36

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  942百万円 20年3月期  1,214百万円

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  

（注）20年３月期の第2四半期末は全額記念配当であります。  

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 ― 2,500.00 ― 1,000.00 3,500.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,744.00 2,744.00

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  

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４.その他」をご覧ください。  

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 1,284 25.3 157 285.8 160 143.2 92 185.5 9,147.66

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、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４.その他」をご覧ください。  

(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、４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  11,480株 20年3月期  11,480株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,601株 20年3月期  1,401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  9,994株 20年3月期第2四半期  11,338株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績の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あたっての注意事項等については、３ページ「定性的情報・
財務諸表等」「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速及びそれに端を発し

た世界的な金融不安により、企業業績が弱まりを見せ、景気は後退局面に入りました。 

 情報サービス産業におきましては、景気の先行きに対する不透明感が増す中で、企業ユーザの中ではIT関連投資の

選別を強め、中断または見直しする動きもあり、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社は、前事業年度に開発した自社製品のユーザニーズに合わせた機能向上と拡販活動に邁進

してまいりました。 

 プリントサーバ事業におきましては、大手プリンタメーカへのプリンタコントローラの受託開発が増加するなど既

存事業が堅調に推移するとともに、大型インクジェットプリンタ装置のリピートオーダを受けるなど、新規事業も

着々と実を成してまいりました。 

 セキュリティ事業におきましては、前事業年度に基礎開発が終了したセキュアプリントソリューション（製品名：

SPS）をユーザのニーズに合わせ機能を拡張するとともに、大手SI会社やプリンタメーカ子会社との共同販売に合意

するなど、拡販活動に努めたため、SPSの販売実績を積み上げることができました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は476,604千円（前年同期比29.8％増）と伸張しましたが、SPS

等の研究開発費45,184千円を計上したことにより、経常損失は17,466千円となり、投資有価証券評価損10,060千円を

特別損失に計上したこと等により、四半期純損失は19,387千円となりました。 

 また、各事業における開発請負、システム販売については、ユーザの検収、予算の執行及び納期が下期、特に年度

末に集中しているため、当社の売上高及び利益は下期に集中する傾向にあり、上期の売上高及び利益が下期に比して

低い水準となっております。 

※前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産に関する分析 

当第２四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。 

 （資産） 

 当第２四半期会計期間末の流動資産は762,662千円（前事業年度末比13,632千円減）となりました。これは主とし

て、自己株取得、有価証券取得、配当金の支払等により現金及び預金が減少したことによるものです。 

 固定資産は438,375千円（前事業年度末比90千円減）となりました。これは主として、保険積立金が11,235千円増

加したこと、投資有価証券が評価損の計上により9,364千円減少したこと等によるものです。 

 この結果、資産合計は1,201,037千円（前事業年度末比13,722千円減）となりました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の流動負債は209,368千円（前事業年度末比25,259千円増）となりました。これは主とし

て、短期借入金が40,000千円増加したこと等によるものです。 

 固定負債は47,866千円（前事業年度末比4,296千円増）となりました。これは、役員退職慰労引当金が4,296千円増

加したことによるものです。 

 この結果、負債合計は257,235千円（前事業年度末比29,555千円増）となりました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は943,802千円（前事業年度末比43,278千円減）となりました。これは主と

して、四半期純損失を計上したため繰越利益剰余金が29,466千円減少したことや自己株式の取得により15,820千円減

少したこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フロー 

 当第２四半期累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81,259千円

減少し、当第２四半期会計期間末残高は340,317千円となりました。  

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は31,475千円となりました。主な要因は、税金等調整

前四半期純損失27,823千円を計上したことに加え、仕入債務の減少額19,936千円、棚卸資産の増加額23,014千円、前

受金の減少額11,488千円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は53,691千円となりました。主な要因は、有価証券の

取得による支出30,000千円、無形固定資産の取得による支出10,784千円、保険積立金積立による支出11,691千円等に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動の結果得られた資金は3,927千円となりました。これは、自己株式取得に

よる支出15,940千円、配当金の支払による支出10,131千円、短期借入による収入50,000千円、短期借入の返済による

支出10,000千円等によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 わが国経済は、サブプライムローン問題による世界的な金融不安や原油価格の高騰により、企業収益は伸び悩み始

め、景気は一時停滞もしくは下降局面に入ると予想されます。 

 情報サービス産業におきましても、景気の先行き不透明感から、企業のIT関連投資は選別の色を強め、凍結する動

きも出始めると思われ、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。 

 当社といたしましては、このような状況を踏まえて、当社独自の技術を生かし開発した製品を、ユーザの仕様やニ

ーズに合わせた機能改良を行ない、販売拡大に全力を尽くすとともに、市場の変化に順応し、市場が求める新製品の

開発にも力を入れてまいります。 

 プリントサーバ事業においては、大手プリンタメーカへのプリンタコントローラの受託開発を引続き行っていくと

共に、新規事業分野である大型産業用高速インクジェットプリンタ制御装置においては、ユーザ向けカスタマイズを

条件としたリピートオーダーを受注し、それに合わせた開発を急ピッチで進め、オンデマント用内蔵コントローラ

装置（PCU）を当期中に納品できるよう努めてまいります。 

 また、JADASON Enterprises社製カラーデジタル印刷機向けPCUと高速RIPサーバ「MISTRAL MULTI」は製品版を開発

したものの、メーカの印刷機側の開発遅れにより検証がなされず、当第２四半期中の売上には至りませんでしたが、

当期中に量産が見込まれており、そのライセンス収入が期待できます。 

 セキュリティ事業においては、自社製品を中心に製品及びソリューションの拡販を活発的に行なってまいります。

 情報セキュリティにおいては、平成20年４月４日に公表いたしましたとおり、株式会社トヨタケーラムとのSPSの

共同開発及び共同販売に合意しましたが、加えて、平成20年10月１日に公表いたしましたとおり、京セラミタジャパ

ン株式会社との提携にも合意しました。印刷物からの情報漏洩防止ソリューションは個人情報保護法、日本版SOX法

と絡み現在急速に需要が高まっており、大手金融機関や一般上場企業から引合いが多数あり、今後更なる販売が期待

できます。 

 映像セキュリティにおいては、様々な分野に監視システムの需要があり、SI会社等と協業し、拡販に努めておりま

す。その一つとして、手術室の映像配信蓄積システムとして医療機関向けにIPカメラネットワーク統合ソフトウェア

（製品名：FIRE DIPPER）の引合いがあり、第３四半期以降、受注につながるよう活動しております。 

 その他の事業におきましても、当初計画どおりに推移すると考えております。 

 このような状況を踏まえ、現時点では通期の業績は、平成20年５月15日に発表いたしました業績予想と大幅な変更

はないとの認識でおります。 

 なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、潜

在的なリスクや不確実性を含んでおり、実際の業績は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。
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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 

【簡便な会計処理】  

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

    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） 

     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 

 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。 

【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】  

  
  
  

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） 

棚卸資産の評価方法  第一四半期会計期間末における棚卸高

の算出に関しては実地棚卸を省略し前事

業年度に係る実地棚卸高を基礎として合

理的な方法により算定しております。ま

た、棚卸資産の簿価切下げに関して収益

性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行っ

ております。 

固定資産の減価償却費の算 

定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用し

ており、事業年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。 

  
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） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

 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。

 この変更に伴う損益に与える影響額は軽

微であります。 
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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 340,317 421,577

受取手形 30,936 32,085

売掛金 225,488 217,407

有価証券 30,000 －

商品 42,890 47,866

製品 23,886 19,396

仕掛品 37,047 13,546

前渡金 94 －

前払費用 24,127 15,931

繰延税金資産 6,722 244

未収還付法人税等 － 5,070

未収入金 1,050 －

その他 1,349 3,167

貸倒引当金 △1,250 －

流動資産合計 762,662 776,294

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,376 34,221

減価償却累計額 △18,518 △17,788

建物（純額） 15,858 16,433

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,123 △2,112

車両運搬具（純額） 76 88

工具、器具及び備品 46,566 42,210

減価償却累計額 △33,756 △31,055

工具、器具及び備品（純額） 12,809 11,155

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 42,385 41,316

無形固定資産   

のれん 3,428 4,000

特許権 3,945 3,876

商標権 1,125 1,085

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 62,356 66,902

無形固定資産合計 72,425 77,434

投資その他の資産   

投資有価証券 10,577 19,941

出資金 10 10
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（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) 

長期前払費用 306 －

繰延税金資産 21,747 19,779

差入保証金 53,808 54,102

保険積立金 230,365 219,130

その他 6,750 6,750

投資その他の資産合計 323,565 319,713

固定資産合計 438,375 438,465

資産合計 1,201,037 1,214,760

負債の部   

流動負債   

買掛金 100,310 120,247

短期借入金 40,000 －

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払金 8,794 5,299

未払費用 17,023 16,846

未払法人税等 1,763 1,809

前受金 38,342 26,853

預り金 2,979 2,846

その他 155 207

流動負債合計 209,368 184,109

固定負債   

役員退職慰労引当金 47,866 43,570

固定負債合計 47,866 43,570

負債合計 257,235 227,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 395,700 395,700

利益剰余金 284,758 314,224

自己株式 △139,434 △123,614

株主資本合計 942,223 987,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △430

評価・換算差額等合計 － △430

新株予約権 1,578 －

純資産合計 943,802 987,080

負債純資産合計 1,201,037 1,214,760
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（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 476,604

売上原価 307,784

売上総利益 168,820

販売費及び一般管理費                                              187,939

営業損失（△） △19,118

営業外収益  

受取利息 470

有価証券利息 474

保険事務手数料 735

その他 256

営業外収益合計 1,937

営業外費用  

社債利息 6

支払利息 115

支払保証料 11

為替差損 15

支払手数料 120

その他 15

営業外費用合計 285

経常損失（△） △17,466

特別損失  

固定資産除却損 296

投資有価証券評価損 10,060

特別損失合計 10,356

税引前四半期純損失（△） △27,823

法人税、住民税及び事業税 306

法人税等調整額 △8,741

法人税等合計 △8,435

四半期純損失（△） △19,387
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 280,322

売上原価 167,024

売上総利益 113,298

販売費及び一般管理費                                               92,844

営業利益 20,453

営業外収益  

受取利息 325

有価証券利息 350

保険事務手数料 236

その他 249

営業外収益合計 1,162

営業外費用  

支払利息 115

支払手数料 101

営業外費用合計 216

経常利益 21,399

特別損失  

固定資産除却損 296

投資有価証券評価損 8,379

特別損失合計 8,675

税引前四半期純利益 12,724

法人税、住民税及び事業税 153

法人税等調整額 6,857

法人税等合計 7,010

四半期純利益 5,714
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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（△） △27,823

減価償却費 17,481

のれん償却額 571

固定資産除却損 296

投資有価証券評価損益（△は益） 10,060

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,296

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,250

有価証券利息 △474

受取利息 △470

支払利息 121

売上債権の増減額（△は増加） △6,932

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,014

仕入債務の増減額（△は減少） △19,936

前受金の増減額（△は減少） 11,488

未払金の増減額（△は減少） 3,436

前渡金の増減額（△は増加） △94

その他 △6,427

小計 △36,170

利息及び配当金の受取額 963

利息の支払額 △129

法人税等の還付額 4,166

法人税等の支払額 △306

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,475

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △3,565

有形固定資産の売却による収入 1,653

無形固定資産の取得による支出 △10,784

投資有価証券の売却による収入 12

保険積立金の積立による支出 △11,691

保険積立金の解約による収入 760

敷金及び保証金の差入による支出 △306

敷金及び保証金の回収による収入 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,691
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（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) 

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 50,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △15,940

配当金の支払額 △10,131

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,259

現金及び現金同等物の期首残高 421,577

現金及び現金同等物の四半期末残高                                  340,317
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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。 

  

(６）事業部門別売上高 

①受注残高  

 当第２四半期累計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

②販売実績 

 当第２四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

 ２．前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

６．その他の情報 

  

  

事業部門別 
受注高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

プリントサーバ事業 322,042 77.0 230,052 74.8

ファイルストレージソリューション事業 37,027 87.4 6,652 28.5

セキュリティ事業 66,919 82.4 4,923 9.9

受託開発事業 22,150 104.1 13,300 71.1

カスタマーソリューション事業 15,508 41.4 36,443 118.0

合計 463,646 77.2 291,370 67.8

事業部門別 

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） 

前年同期比
（％） 

金額（千円） 

製品 商品 受託開発 保守 合計 

プリントサーバ事業 57,688 － 235,139 － 292,828 122.8 

ファイルストレージソリューショ

ン事業 
9,218 32,102 － － 41,321 125.7 

セキュリティ事業 44,058 52,691 5,605 － 102,355 215.4 

受託開発事業 － － 18,900 － 18,900 72.2 

カスタマーソリューション事業 － － － 21,199 21,199 95.4 

合計 110,966 84,794 259,644 21,199 476,604 129.8 
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「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   367,290 100.0 

Ⅱ 売上原価   229,062 62.4 

売上総利益   138,227 37.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   156,710 42.7 

営業損失（△）   △18,482 △5.0

Ⅳ 営業外収益   35,356 9.6 

Ⅴ 営業外費用   11,944 3.3 

経常利益   4,929 1.3 

Ⅶ 特別損失   6,060 1.6 

税引前中間純損失   △1,130 △0.3

法人税、住民税及び事業税 493     

法人税等調整額 △2,375 △1,881 △0.5

中間純利益   750 0.2 
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（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(△) △1,130 

減価償却費 11,674 

のれん償却額 571 

固定資産除却損 341 

投資有価証券評価損  5,718 

匿名組合投資利益 △33,884 

株式交付費  11,263 

役員退職慰労引当金の増減額 5,106 

有価証券利息 △583 

受取利息 △641 

社債利息 33 

売上債権の増減額（△は増加） 144,380 

棚卸資産の増減額（△は増加） △33,537 

前渡金の増減額（△は増加） △4,932 

仕入債務の増減額（△は減少） △43,765 

前受金の増減額 9,409 

未払金の増減額（△は減少） △20,117 

その他 △1,507 

小計 48,399 

利息及び配当金の受取額 1,141 

利息の支払額 △40 

法人税等の支払額 △51,934 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー 
△2,434 
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 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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 83,095 

有形固定資産の取得による支出 △5,426 

無形固定資産の取得による支出 △29,252 

匿名組合出資の返還による収入  41,542 

保険積立金積立による支出 △11,388 

保険積立金解約による収入 15 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー 
78,585 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △10,000 

株式の発行による収入  34,736 

自己株式取得による支出  △3,536 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
21,199 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △521 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 96,829 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 467,688 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 564,517 
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（３）事業部門別売上高 

①受注状況 

前第２四半期累計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

  

  

②販売実績 

 前第２四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
受注高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

プリントサーバ事業 418,380 186.8 307,419 306.5

ファイルストレージソリューション事業 42,364 52.1 23,302 232.6

セキュリティ事業 81,219 102.1 49,515 824.8

受託開発事業 21,286 148.9 18,700 －

カスタマーソリューション事業 37,460 311.9 30,886 140.8

合計 600,709 146.1 429,822 310.9

事業部門別 

前第２四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比
（％） 

金額（千円） 

製品 商品 受託開発 保守 合計 

プリントサーバ事業 62,663 － 175,831 － 238,495 118.0 

ファイルストレージソリューショ

ン事業 
10,628 17,554 4,680 － 32,862 37.3 

セキュリティ事業 21,067 24,485 1,960 － 47,513 37.2 

受託開発事業 － － 26,186 － 26,186 139.3 

カスタマーソリューション事業 － － － 22,233 22,233 65.9 

合計 94,359 42,040 208,657 22,233 367,290 78.1 
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