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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 1,050 ― △139 ― △137 ― △142 ―

20年3月期第2四半期 1,035 △25.3 △177 ― △170 ― △172 ―

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 △11,211.12 ―

20年3月期第2四半期 △13,578.42 ―

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 4,007 3,566 89.0 281,243.81
20年3月期 4,160 3,717 89.4 293,164.77

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,566百万円 20年3月期  3,717百万円

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  有  
 

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 2,490 8.5 △192 ― △192 ― △198 ― △15,612.68

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  13,588株 20年3月期  13,588株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  906株 20年3月期  906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  12,682株 20年3月期第2四半期  12,682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15日付）において公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年11
月7日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。  



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の経済は、企業収益が減少し設備投資が衰え、景気は弱まりました。先行

きについては、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の深刻化により、景気の後退懸念が

一層増しております。 

 当社の主要な販売品目である国内サーバ市場においては、出荷金額及び出荷台数について一部に回復傾向を示す

動きが見られましたが、上記の景気動向を受け、今後は厳しい状況が続くものと考えられます。 

 このような環境において、当社は、自社製品に注力する営業方針のもと活動を行い、当第２四半期累計期間にお

ける売上高は1,050百万円（前年同期比14百万円・1.4％増加）と前年同期に比べ増加したのに加え、利益率の高い

サービス・その他の増加により売上総利益率が向上し、売上総利益も増加しました。販売費及び一般管理費は、全

般的に抑制努力を継続し前年同期並となりました。この結果、営業損失は139百万円（前年同期は営業損失177百万

円）、経常損失は137百万円（前年同期は経常損失170百万円）となりました。また、当社創業者である取締役会長

本多弘男の逝去に伴う生命保険契約の受取保険金55百万円及び株主総会承認を条件に支給予定の役員弔慰金55百万

円を特別利益及び特別損失に計上し、四半期純損失は142百万円（前年同期は四半期純損失172百万円）となりまし

た。 

 品目別の売上高動向につきましては、次のとおりであります。 

（ＰＢコンピュータ） 

 マイクロサーバについては、市場を切り開き収益の柱に成長させるべく注力し、通信事業者をはじめシステムイ

ンテグレータ企業への通信品質管理、セキュリティ監視などの用途に向けての販売に努め、売上高は堅調に推移し

ました。サーバ及びストレージについては、サーバは主要顧客層である通信事業者への大口出荷があったもののス

トレージの大口出荷が減少したため、前年同期と比べ売上高は減少しました。この結果、ＰＢコンピュータ全体で

は売上高は減少し、518百万円（前年同期比24百万円・4.6％減少）となりました。 

（コンピュータ関連商品） 

 注力商品（自社製品と補完関係にあり相乗効果が期待できる他社商品）については、大口の受注案件があったこ

とにより売上高が前年同期に比べ大幅に増加しました。一方、一般商品については個人顧客の減少により売上高は

前年同期に比べ減少しました。この結果、コンピュータ関連商品全体では売上高は増加し、453百万円（前年同期

比10百万円・2.4％増加）となりました。 

（サービス・その他） 

 顧客に納入したＰＢコンピュータへの保守サービス及びシステム受注によるサービス売上の増加により、売上高

は大幅に増加しました。この結果、売上高は78百万円（前年同期比29百万円・59.5％増加）となりました。 

（注）前年同期との増減額及び増減率は参考値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 

 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84百万円

減少し、2,108百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前四半期純損失140百万円の計上や仕入債務の減少による支出77百万円等の支出要因のほか、売上債権の減

少による収入49百万円、たな卸資産の減少による収入34百万円及び役員弔慰金の未払計上に伴う未払金の増加55百

万円等の収入要因がありました結果、営業活動に使用した資金は86百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資事業有限責任組合からの分配金による収入6百万円のほか、有形固定資産の取得による支出により、投資活

動により獲得した資金は2百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増減はありませんでした。 



３．業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成20年５月15日付当社「平成20年３月期 決算短信（非連結）」にお

いて公表しました平成21年３月期通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成20年11月７

日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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、移動平均法による原価法によっておりましたが、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、移動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。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 



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 3,108,083 3,192,254

売掛金 365,247 414,384

商品及び製品 49,555 87,436

原材料 26,210 22,599

その他 81,380 44,333

貸倒引当金 △548 △621

流動資産合計 3,629,929 3,760,388

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 245,505 268,067

その他 132,101 132,410

投資その他の資産合計 377,606 400,478

固定資産合計 377,606 400,478

資産合計 4,007,536 4,160,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 242,909 320,260

未払法人税等 9,594 12,257

賞与引当金 19,515 19,789

その他 155,671 75,744

流動負債合計 427,691 428,052

固定負債   

退職給付引当金 13,111 11,741

その他 － 3,157

固定負債合計 13,111 14,898

負債合計 440,802 442,951

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,414,700 2,414,700

資本剰余金 5,566,781 5,566,781

利益剰余金 △4,252,016 △4,109,836

自己株式 △158,329 △158,329

株主資本合計 3,571,135 3,713,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,401 4,600

評価・換算差額等合計 △4,401 4,600

純資産合計 3,566,733 3,717,915

負債純資産合計 4,007,536 4,160,866



（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 1,050,015

売上原価 740,344

売上総利益 309,670

販売費及び一般管理費 449,209

営業損失（△） △139,538

営業外収益  

受取利息 5,592

その他 897

営業外収益合計 6,490

営業外費用  

為替差損 482

投資事業組合運用損 4,236

その他 0

営業外費用合計 4,719

経常損失（△） △137,768

特別利益  

貸倒引当金戻入額 73

受取保険金 55,000

特別利益合計 55,073

特別損失  

減損損失 2,379

役員弔慰金 55,000

特別損失合計 57,379

税引前四半期純損失（△） △140,074

法人税等 2,105

四半期純損失（△） △142,179



（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（△） △140,074

減損損失 2,379

受取利息及び受取配当金 △5,732

受取保険金 △55,000

売上債権の増減額（△は増加） 49,137

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,270

仕入債務の増減額（△は減少） △77,350

未払金の増減額（△は減少） 55,782

その他 △8,039

小計 △144,627

利息及び配当金の受取額 8,683

保険金の受取額 55,000

法人税等の支払額 △5,449

営業活動によるキャッシュ・フロー △86,393

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 △2,000,000

定期預金の払戻による収入 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △3,809

投資事業組合からの分配による収入 6,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,190

現金及び現金同等物に係る換算差額 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △84,170

現金及び現金同等物の期首残高 2,192,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,108,083



 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）（要約）中間損益計算書 

科目 

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） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,035,129 

Ⅱ 売上原価 760,164 

売上総利益 274,965 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 452,727 

営業損失 177,762 

Ⅳ 営業外収益 7,593 

Ⅴ 営業外費用 196 

経常損失 170,365 

Ⅵ 特別利益 309 

Ⅶ 特別損失 39 

税引前中間純損失 170,096 

法人税、住民税及び事業税 2,105 

中間純損失 172,201 

   



（２）（要約）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 170,096 

減価償却費 13,679 

貸倒引当金の増減額 △309 

賞与引当金の増減額 3,393 

退職給付引当金の増減額 1,357 

受取利息及び受取配当金 △4,816 

為替差損益  29 

売上債権の増減額 205,407 

たな卸資産の増減額 △36,897 

仕入債務の増減額 △312,004 

その他 5,027 

小計 △295,228 

利息及び配当金の受取額 1,758 

法人税等の支払額 △1,890 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△295,360 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

関係会社株式の取得によ
る支出 

△3,668 

投資事業組合からの分配
金による収入 

17,400 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△3,639 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△9,554 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

538 

Ⅲ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△29 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

294,851 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

2,615,068 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

2,320,217 
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