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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 578 ― △57 ― △57 ― △59 ―
20年3月期第2四半期 508 △8.4 △74 ― △73 ― △77 ―

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 △2,239.00 ―
20年3月期第2四半期 △2,928.20 ―

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 980 581 59.3 22,031.10
20年3月期 952 643 67.5 24,359.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  581百万円 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 ― 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 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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  26,400株 20年3月期第2四半期  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。 
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 

 第２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発し

た海外経済の同時減速懸念が国内へも波及したことに加え、昨年来続く原油・原材料価格の高騰による企業収益・個

人消費縮小の影響もあり、景気後退の色合いがさらに強まる展開となりました。 

 また、当社の属する情報サービス業界においては、内部統制システムの構築や情報セキュリティの強化に向けた取

り組みを中心とした大企業の戦略的ＩＴ投資が堅調さを維持しておりましたが、景気の不透明感が増してきたこと

で、企業のコスト意識の高まりによる情報化投資への選別化等、予定されていた案件の実施時期の繰り延べや見直し

の検討が行われ、一部には投資を先送りする傾向も出始めております。 

 このような事業環境において当社は、今年度の活動目標を「起業の原点に還り質（クオリティ）の向上を目指す」

とし、「ストックビジネスの拡大」「自社製品・サービスの戦略的営業展開」「セキュリティSaaS（サース）カンパ

ニーとしての確立」の３テーマを軸とした取り組みを推し進めております。 

 当第２四半期累計期間においては、質（クオリティ）の向上を図るために自社開発の運用監視システム（NetStare 

Manager）及びログ分析システム（LogStsre）の機能強化に鋭意取り組む一方、それぞれのテーマを達成するため

に、企業が情報化投資について慎重姿勢を強めたことによる受注環境がより厳しさを増す中、顧客動向を的確に捉え

るために引き続きエンドユーザに直接アプローチする積極的な営業展開を行ってまいりました。 

 また、プロジェクトマネジメントにおいては、不採算案件の発生を抑え生産性の向上を図るとともに、コストコン

トロールを徹底してまいりました。 

 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、企

業のネットワーク・セキュリティ維持活動を支援する運用・監視サービス売上が、 千円（前年同期比32.7％

増）と依然順調に伸びております。また、前期から当期に受注がずれ込んだ案件が成約に結びついたことから、セキ

ュリティプロダクト販売売上高も 千円（前年同期比13.4％増）と伸びたことなどにより、この部門の売上高

は 千円（前年同期比8.9％増）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、引き続きログ分析

システム（ログステア：LogStare）のバージョンアップを行い、内部統制に対応した分析範囲及び機能の充実を中心

とした営業活動を推進した結果、この部門の売上高は 千円（前年同期比69.8％増）となりました。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高 千円、営業損失 千円、経常損失

千円、四半期純損失 千円となりました。 

 ※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。従いまして、当第２四半期累計期間の損

益計算書と前年同四半期累計期間の損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年比較に関する情報は参考として記

載しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期の財政状態 

 財政状態につきましては、総資産 千円（前事業年度末比 千円の増加）、負債の部合計 千円 

（前事業年度末比 千円の増加）となり、純資産の部合計は 千円（前事業年度末比 千円の減少）

となりました。 

②当第２四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、 千

円増加し、当第２四半期末には 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 千円の取得となりました。これは主に売上債権の減少 千円と前受金の増加

千円、仕入債務の減少 千円及び減価償却費 千円並びに税引前第２四半期純損失 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 千円の使用となりました。これは主に差入保証金の差入 千円とソフトウェア

の取得 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 千円の取得となりました。これは主に短期借入れ 千円によるものです。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月９日付で公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

150,658

287,326

509,714

68,472

578,186 57,983 57,824

59,109

980,458 28,063 398,837

89,541 581,621 61,477

102,823

428,787

47,675 99,267

29,260 41,585 26,691 58,606

43,781 21,870

18,571

98,930 100,000
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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出する方法によ

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。 

 これによる当第２四半期累計期間の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、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。 

 これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

 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。 
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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 428,787 325,964

売掛金 231,596 330,863

商品 1,446 475

原材料 3,961 4,576

仕掛品 3,761 3,565

前渡金 894 1,646

前払費用 22,094 16,906

未収入金 60 2,411

流動資産合計 692,603 686,409

固定資産   

有形固定資産   

建物 48,716 42,772

減価償却累計額 △10,881 △8,697

建物（純額） 37,834 34,074

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △1,981 △1,838

車両運搬具（純額） 754 897

工具、器具及び備品 56,538 50,775

減価償却累計額 △31,706 △25,423

工具、器具及び備品（純額） 24,832 25,352

有形固定資産合計 63,421 60,325

無形固定資産   

ソフトウエア 111,149 118,141

電話加入権 241 241

ソフトウエア仮勘定 9,692 2,825

無形固定資産合計 121,083 121,207

投資その他の資産   

投資有価証券 33,258 29,093

関係会社株式 － 6,475

長期前払費用 212 524

差入保証金 69,879 48,359

投資その他の資産合計 103,350 84,452

固定資産合計 287,855 265,985

資産合計 980,458 952,395
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 156,542 198,127

短期借入金 100,000 －

未払金 13,286 18,115

未払費用 10,861 11,861

未払法人税等 1,983 1,843

未払消費税等 4,483 851

前受金 80,756 51,495

預り金 2,814 2,628

賞与引当金 22,760 24,374

流動負債合計 393,488 309,296

固定負債   

長期未払金 5,349 －

固定負債合計 5,349 －

負債合計 398,837 309,296

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

利益剰余金 △116,826 △57,716

株主資本合計 584,073 643,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,452 △84

評価・換算差額等合計 △2,452 △84

純資産合計 581,621 643,098

負債純資産合計 980,458 952,395
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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 578,186

売上原価 404,508

売上総利益 173,677

販売費及び一般管理費 231,661

営業損失（△） △57,983

営業外収益  

受取利息 309

受取配当金 6

その他 71

営業外収益合計 387

営業外費用  

支払利息 95

為替差損 133

営業外費用合計 229

経常損失（△） △57,824

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（△） △58,606

法人税、住民税及び事業税 561

法人税等調整額 △57

法人税等合計 503

四半期純損失（△） △59,109
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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（△） △58,606

減価償却費 26,691

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,613

受取利息及び受取配当金 △315

支払利息 95

固定資産除却損 781

売上債権の増減額（△は増加） 99,267

たな卸資産の増減額（△は増加） △551

仕入債務の増減額（△は減少） △41,585

前受金の増減額（△は減少） 29,260

その他 △5,427

小計 47,996

利息及び配当金の受取額 315

利息の支払額 △243

法人税等の支払額 △393

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,675

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 △3,689

無形固定資産の取得による支出 △18,571

差入保証金の差入による支出 △21,870

その他 350

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,781

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 100,000

割賦債務の返済による支出 △1,069

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,823

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 428,787
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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．その他の情報 

    該当事項はありません。 
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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    508,256  100.0

Ⅱ 売上原価    400,318  78.8

売上総利益    107,937  21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    182,223  35.8

営業損失（△）    △74,285  △14.6

Ⅳ 営業外収益    678  0.1

経常損失（△）    △73,607  △14.5

Ⅴ 特別損失    6,406  1.2

税引前中間純損失（△）    △80,013  △15.7

法人税、住民税及び事業
税 

 829     

法人税等調整額  △3,538  △2,709  △0.5

中間純損失（△）    △77,304  △15.2
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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  △80,013

減価償却費  16,597

賞与引当金の増加額  6,457

受取利息及び受取配当金  △547

固定資産除却損  1,884

投資有価証券評価損  120

ソフトウェア償却費  4,400

売上債権の減少額    207,688

たな卸資産の増加額  △14,792

仕入債務の減少額  △40,628

前受金の増加額    5,437

その他  △11,135

小計    95,470

利息及び配当金の受取額  547

法人税等の支払額  △3,705

営業活動によるキャッシュ・フロー  92,312

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  △43,298

無形固定資産の取得による支出  △64,174

差入保証金の差入による支出  △50

差入保証金の返還による収入  40

投資活動によるキャッシュ・フロー  △107,482

Ⅲ 現金及び現金同等物の減少額  △15,170

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中間期末残高  469,089
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