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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 521 ― △78 ― △78 ― △79 ―
20年3月期第2四半期 366 △14.9 △103 ― △102 ― △113 ―

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 △5,343.46 ―
20年3月期第2四半期 △9,399.55 ―

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 1,060 440 41.1 29,384.68
20年3月期 1,013 519 50.8 34,728.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  435百万円 20年3月期  514百万円

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

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 1,700 48.9 50 ― 50 ― 40 ― 2,697.59

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） 

(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  14,828株 20年3月期  14,828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  14,828株 20年3月期第2四半期  12,091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）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 

①売上高 

 第２四半期累計期間の売上高は、アクセスソリューション部門は、前年同期比25百万円増収の151百万円、ミド

ルウェア部門は、同34百万円増収の127百万円、クラスターサーバー部門は、同106百万円増収の242百万円と３部

門全て増収となり、合計で同155百万円増収の521百万円となりました。 クラスターサーバー部門は順調に売上を

伸ばし且つ、新たな大口案件が成約したこと、ミドルウェア部門におけるIE-ECO関連新製品の本格立上がりが第３

四半期以降に十分期待できること、アクセスソリューション部門の光統合システム施工の売上が第３四半期、第４

四半期に集中することから、当期における前期比増収基調は第3四半期以降においても継続されると判断しており

ます。 

②売上総利益 

 売上高の前年同期比155百万円の増収に伴い、売上総利益も増益となり、前年同期比13百万円増益の204百万円と

なりました。 

③販売費及び一般管理費 

 昨年５月21日に事業譲渡したビジュアルコミュニケーション部門の経費が減少したこと等の要因により、前年同

期比11百万円の減少となりました。 

④営業利益 

 営業損失は、前年同期比25百万円減少し78百万円となりました。 

⑤営業外損益 

 特筆すべきものはありません。 

⑥経常損失 

 経常損失は、前年同期比24百万円減少し78百万円となりました。 

⑦特別損益 

 特筆すべきものはありません。 

⑧当期純損失 

 当期純損失は、前年同期比34百万円減少し79百万円となりました。 

  

(注）前年同期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）貸借対照表に関する情報 

①流動資産 

  当第２四半期末の流動資産は1,014百万円となり、前期末（平成20年３月末）比30百万円の増加となりました。

変動の主な要因は、大口買掛金支払等による現預金の減少215百万円、売掛金及びたな卸資産の増加205百万円等で

あります。 

②固定資産 

 当第２四半期末の固定資産は46百万円となり、前期末比16百万円の増加となりました。 

③流動負債 

 当第２四半期末の流動負債は524百万円となり、前期末比127百万円の増加となりました。変動の主な要因は、買

掛金の増加68百万円、前受収益の増加47百万円等であります。 

④固定負債 

 当第２四半期末の固定負債は96百万円となり、前期末比０百万円の減少となりました。 

⑤純資産 

 当第２四半期末の純資産は440百万円となり、前期末比79百万円の減少となりました。変動の主な要因は、四半

期純損失79百万円の計上であります。 

（２）キャッシュ・フローに関する情報 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ215百万円減少し115百万円となりました。当第２

四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果使用した資金は223百万円となりました。これは、主として大口買掛金の支払によるものであり

ます。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は16百万円となりました。 



③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は25百万円でした。これは、短期借入による収入であります。 
  

３．業績予想に関する定性的情報 

 クラスターサーバー部門の大口受注が見えており上期に引き続き順調に推移するとみられること、IT-ECO製品群

を中心としてミドルウェア部門が下期増収基調で推移すると見られること等を勘案し、現時点においては、売上高

17億円、営業利益50百万円、経常利益50百万円の期首業績予想に変更はありません。  
  

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 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、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。 

 なお、これに伴う損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 115,138 330,238

受取手形及び売掛金 526,056 494,434

商品 245,239 120,402

製品 1,666 1,286

仕掛品 53,626 5,286

前払費用 58,988 28,761

その他 13,446 2,774

流動資産合計 1,014,162 983,183

固定資産   

有形固定資産 ※  1,689 ※  0

無形固定資産 8,398 1,543

投資その他の資産   

長期前払費用 20,456 19,479

その他 59,925 53,769

貸倒引当金 △43,682 △44,526

投資その他の資産合計 36,699 28,722

固定資産合計 46,786 30,265

資産合計 1,060,948 1,013,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 341,721 273,684

短期借入金 25,000 －

未払法人税等 2,751 3,187

前受収益 94,570 47,276

賞与引当金 32,299 31,065

その他 27,958 41,432

流動負債合計 524,301 396,647

固定負債   

退職給付引当金 27,312 24,705

役員退職慰労引当金 25,662 25,662

長期前受収益 43,627 47,155

固定負債合計 96,601 97,523

負債合計 620,903 494,170



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 726,131 726,131

資本剰余金 467,035 467,035

利益剰余金 △757,450 △678,217

株主資本合計 435,716 514,949

新株予約権 4,329 4,329

純資産合計 440,045 519,278

負債純資産合計 1,060,948 1,013,448



（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 521,986

売上原価 317,950

売上総利益 204,035

販売費及び一般管理費 ※  282,275

営業損失（△） △78,240

営業外収益  

受取利息 28

その他 194

営業外収益合計 223

営業外費用  

支払利息 10

為替差損 29

営業外費用合計 39

経常損失（△） △78,056

税引前四半期純損失（△） △78,056

法人税、住民税及び事業税 1,176

法人税等合計 1,176

四半期純損失（△） △79,232



（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 259,813

売上原価 154,425

売上総利益 105,388

販売費及び一般管理費 ※  138,691

営業損失（△） △33,303

営業外収益  

受取利息 28

為替差益 187

その他 195

営業外収益合計 411

営業外費用  

支払利息 10

営業外費用合計 10

経常損失（△） △32,902

税引前四半期純損失（△） △32,902

法人税、住民税及び事業税 566

法人税等合計 566

四半期純損失（△） △33,468



（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（△） △78,056

減価償却費 393

ソフトウエア償却費 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △844

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,234

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,607

支払利息 10

為替差損益（△は益） △116

売上債権の増減額（△は増加） △31,621

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,557

仕入債務の増減額（△は減少） 49,199

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,935

その他の資産の増減額（△は増加） △41,032

その他の負債の増減額（△は減少） 60,837

小計 △221,391

法人税等の支払額 △2,396

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,787

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 △1,974

無形固定資産の取得による支出 △7,453

投資有価証券の取得による支出 △7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,428

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 25,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,099

現金及び現金同等物の期首残高 330,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  115,138



 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 

 当社は、前々事業年度において80,750千円、前事業年度に127,786千円の営業損失を計上しており、当第２四

半期累計期間においても78,240千円と継続的に営業損失を計上しております。これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当期につきましては、ミドルウェア部門及びクラスターサーバー部門の前期比大幅伸長により、営業黒字化を

達成するとともに、連結決算においても営業黒字の見込みであります。また、今後については、中長期的事業戦

略の下、安定的に利益を計上し続けられる体制の構築を図ってまいります。 

 四半期財務諸表は、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財務諸表

には反映しておりません。  

（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）重要な後発事象 

 当社は、平成20年９月24日開催の取締役会において、株式会社キャナルの発行済株式の52％を取得する旨の決

議を行い、平成20年10月１日に株式を取得し子会社としました。これに伴い、第３四半期以降、当該子会社を連

結子会社として、当社は連結財務諸表を作成することとなります。なお、株式取得資金は、自己資金及び一部借

入を予定しております。 

①株式取得の理由 

 いままで立ち遅れていたモバイル市場、Ｂ２Ｂ２Ｃダイレクトマーケティング参入への足がかりを得ること、

および、安定した収益構造を持つ同社を子会社とすることにより当社グループの業績の平準化がはかれることが

取得の主な理由であります。 

②株式取得の相手方の名称 

  株式会社パルディア 

③譲り受ける会社の概要 

  （会社の名称）   株式会社キャナル 

 （主な事業内容） 情報サービス事業 

 （資本金の額）    10百万円 

 （発行済株式）   200株 

 （平成20年７月期業績） 

   売上高   1,049百万円  

   当期純利益  109百万円  

   総資産    402百万円  

④取得株式数、取得価額、取得日および取得後の所有株式の状況 

 （異動前の所有株式数） 

    －株（所有割合 －％） 

 （取得株式数） 

   104株 

  (異動後の所有株式数） 

   104株（所有割合 52％) 

  (取得価額） 

   150百万円 

  (取得日） 

   平成20年10月１日 



６．その他の情報 

 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        366,268  100.0

Ⅱ 売上原価        175,993  48.0

売上総利益        190,274  51.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        293,924  80.1

営業損失        103,650  △28.3

Ⅳ 営業外収益        983  0.3

Ⅴ 営業外費用        96  0.0

経常損失        102,763  △28.1

Ⅵ 特別利益        －      

Ⅶ 特別損失        9,721  2.6

税引前中間純損失        112,485  △30.7

法人税、住民税及び事業
税 

       1,164  0.3

中間純損失        113,650  △31.0

        



（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（△）  △112,485

減価償却費   6,053

ソフトウェア償却費   512

事業譲渡関連損失   5,958

賞与引当金の増減額（減少：△）   △12,270

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △16,481

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   △10,990

受取利息及び受取配当金   △298

為替差損益（差益：△）   △147

売上債権の増減額（増加：△）   219,894

仕入債務の増減額（減少：△）   △90,129

たな卸資産の増減額（増加：△）   △139,017

未払消費税等の増減額（減少：△）   △12,344

未収消費税等の増減額（増加：△）   △1,674

前受金の増減額（減少：△）   18,191

その他資産の増減額（増加：△）   △50,046

その他負債の増減額（減少：△）   34,210

小計  △161,063

利息及び配当金の受取額   126

法人税等の支払額   △3,690

営業活動によるキャッシュ・フロー  △164,627

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   △2,047

無形固定資産の取得による支出   △3,594

事業譲渡による収入   66,589

差入保証金の増加額   △440

貸付による支出   △11,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  48,706

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

財務活動によるキャッシュ・フロー  －

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  147

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △115,773

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  251,609

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  135,835

    



  

（３）前年度の継続企業の前提に関する注記 

 当社は、前中間会計期間において102,226千円、前事業年度において80,750千円の営業損失を計上しており、

当中間会計期間においても103,650千円と継続的に営業損失を計上しております。これにより、当社には継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当中間会計期間において、当社は、平成19年５月21日に不採算部門であったビジュアルコミュニケーション部門

の事業譲渡を行い、経費効率の改善を図ると共に、より伸びの見込めるクラスターサーバー部門等への経営資源

の集中を図っております。当中間会計期間は、営業損失の計上となりましたが、下期には、 

①新商材IT-ECO製品群の確実な立ち上げ 

②クラスターサーバーソリューション分野の拡大 

③新商材ユビキタスネットワーク製品群の本格市場投入 

等の施策を取ることにより、将来にわたり営業利益を上げ続けられる体制を構築する予定であります。なお、中

期経営計画は、年内に公表する予定です。 

 中間財務諸表は、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中間財務諸表には

反映しておりません。  
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