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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 1,431 ― △142 ― △455 ― △353 ―

20年3月期第2四半期 638 △52.3 △485 ― △486 ― △660 ―

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 △19,220.90 ―

20年3月期第2四半期 △42,189.90 ―

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 3,540 73 1.9 1,344.81
20年3月期 3,054 △1,010 △33.6 △65,289.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  68百万円 20年3月期  △1,030百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 3,069 69.1 6 ― △328 ― △228 ― △4,480.86

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は２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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 3 社 （社名 Nextech Asia Holdings Ltd. 他2社 ）

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  50,927株 20年3月期  15,728株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  19株 20年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  18,413株 20年3月期第2四半期  15,661株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を中心としたサブプライム問題に端を発した世界的な金融

危機から、株式・為替市場の混乱など金融不安が高まり、景気の先行き不透明感が一層強まっております。

　当社グループの顧客対象である製造業では、円高や資源価格高騰等によって一層変化を求められる中、製品のQCD

（品質・コスト・納期）コントロール能力向上等、当社の提供するソリューションに対するニーズはあるものの、わ

が国経済の景気後退懸念から、企業の投資意欲が減少するなど、総じて厳しい経営環境が続いており、今後において

も注意を要する状態にあります。

　また、当社グループは、当第２四半期連結累計期間においては、提出会社の経常損益は黒字となったものの、平成

20年８月に売却した中国連結子会社の影響により、グループとしては経常損失となりました。

　このような状況の下、売上高は1,431百万円(前年同四半期比124.2％増)、経常損失445百万円(同―％増)、四半期純

損失は353百万円(同―％増)になりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①プロフェッショナルサービス事業

　同事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね当初の計画通りに推移しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるプロフェッショナルサービス事業の売上高は1,327百万円、営業

利益は281百万円となりました。

②ネットワークセキュリティ事業

　同事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、中国子会社におけるネットワークセキュリティ販売の規模を縮

小し、平成20年８月をもって同事業から撤退いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるネットワークセキュリティ事業の売上高は104百万円、営業損失

は174百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失286百万円、たな卸

資産の減少219百万円などにより、28百万円の資金の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係

会社株式の売却による収入55百万円、連結の範囲の変更を伴なう子会社株式の売却による支出18百万円などにより、

12百万円の資金の獲得となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入790百万円などに

より622百万円の資金の獲得となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,137

百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月26日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別途公表

いたしました「通期業績予想修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　平成20年８月に特定子会社であったNextech Asia Holdings Ltd.及び同社の子会社３社（うち金河科技有限公

司および北京兆維億方科技発展有限公司の２社が特定子会社）を売却したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結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。

（３）四半期連結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

　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,137,847 539,449

売掛金 358,398 635,092

商品 － 31,885

仕掛品 508,184 735,994

前渡金 281,757 324,677

その他 57,111 158,931

流動資産合計 2,343,298 2,426,031

固定資産   

有形固定資産   

土地 605,061 －

その他 146,361 100,797

有形固定資産合計 751,422 100,797

無形固定資産 67,221 92,806

投資その他の資産 378,080 435,112

固定資産合計 1,196,724 628,715

資産合計 3,540,022 3,054,747

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,696 221,434

短期借入金 1,600,000 1,600,000

1年内償還予定の社債 133,600 133,600

1年内返済予定の長期借入金 272,000 356,000

未払法人税等 6,977 8,530

前受金 510,169 669,011

受注損失引当金 76,558 76,595

事業所閉鎖損失引当金 － 16,077

賃貸借契約解約損失引当金 94,090 －

その他 101,176 153,664

流動負債合計 2,803,270 3,234,914

固定負債   

社債 199,600 266,400

長期借入金 440,000 536,000

その他 23,636 28,363

固定負債合計 663,236 830,763

負債合計 3,466,506 4,065,677



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,134,982 402,980

資本剰余金 1,577,188 845,186

利益剰余金 △2,633,666 △2,271,813

自己株式 △7,097 △6,948

株主資本合計 71,407 △1,030,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,945 －

為替換算調整勘定 － 4,628

評価・換算差額等合計 △2,945 4,628

新株予約権 5,054 12,468

少数株主持分 － 2,568

純資産合計 73,516 △1,010,930

負債純資産合計 3,540,022 3,054,747



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,431,980

売上原価 882,244

売上総利益 549,736

販売費及び一般管理費 692,638

営業損失（△） △142,901

営業外収益  

負ののれん償却額 4,727

為替差益 5,714

持分法による投資利益 8,570

その他 3,171

営業外収益合計 22,183

営業外費用  

支払利息 22,934

貸倒引当金繰入額 295,000

その他 17,198

営業外費用合計 335,133

経常損失（△） △455,851

特別利益  

関係会社株式売却益 263,202

その他 14,387

特別利益合計 277,589

特別損失  

賃貸借契約解約損失引当金繰入額 94,090

その他 14,003

特別損失合計 108,093

税金等調整前四半期純損失（△） △286,355

法人税等 67,558

四半期純損失（△） △353,914



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △286,355

減価償却費 29,604

負ののれん償却額 △4,727

貸倒引当金の増減額（△は減少） 295,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △36

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △16,077

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） 94,090

関係会社株式売却損益（△は益） △263,202

持分法による投資損益（△は益） △8,570

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 22,934

株式交付費 11,928

為替差損益（△は益） △4,756

売上債権の増減額（△は増加） 29,053

たな卸資産の増減額（△は増加） 219,689

仕入債務の増減額（△は減少） △163,970

前払費用の増減額（△は増加） △3,736

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,114

未収入金の増減額（△は増加） 6,826

未払金の増減額（△は減少） △77,348

未払費用の増減額（△は減少） 38,738

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,802

預り金の増減額（△は減少） 15,835

その他 11,151

小計 △5,581

利息及び配当金の受取額 98

利息の支払額 △21,829

法人税等の支払額 △1,310

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,622

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 △6,561

無形固定資産の取得による支出 △15,754

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△18,235

関係会社株式の売却による収入 55,200

敷金及び保証金の差入による支出 △2,008

その他 144

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,786



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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 5,876,833

短期借入金の返済による支出 △5,865,000

長期借入れによる収入 70,000

長期借入金の返済による支出 △182,765

社債の償還による支出 △66,800

株式の発行による収入 790,232

自己株式の取得による支出 △148

財務活動によるキャッシュ・フロー 622,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 598,398

現金及び現金同等物の期首残高 539,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,137,847



（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループでは、当第２四半期連結累計期間において、株式会社ＦＩＮＥホールディングスを割当先とする

第三者割当増資の払込が完了し、資本増強を行った結果、債務超過の状況は解消されました。

　しかしながら、前連結会計年度において886,436千円の重要な営業損失が発生し、2,590,825千円の当期純損失

を計上したことに引き続き、当第２四半期連結累計期間において142,901千円の営業損失が発生し、353,914千円

の四半期純損失となったため、当社グループ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。

　当社グループは当該状況を解消すべく、前連結会計年度末に掲げた以下の施策に加え、新たに青野秀夫を代表

取締役社長とする新経営体制によって、社内改革の実施、業績および企業価値の向上を推進しております。

 

１． 資金面における施策

　第三者割当増資による資本増強により、債務超過は解消されました。

 

２．当第２四半期連結会計期間以降の利益回復を実現させる施策

①プロジェクトの品質管理体制の強化

　引き続き、契約期間・契約形態など受注方法を見直し、品質管理の徹底を図っております。

②コスト削減

　引き続き、販売促進費の抑制等、経費の削減に努めます。

③中国の連結子会社における経営改善

　平成20年８月14日に不採算である中国連結子会社を完全売却したことにより、収益悪化のリスクが軽減されま

した。

 

　なお、前連結会計年度に契約内容の変更を行い、検収時に売上計上することとなった案件の売上は、順次売上

に計上されており、利益回復の実現を見込んでおります。

 

　四半期連結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連結財

務諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

 

プロフェッショナル

サービス事業

(千円)

ネットワーク

セキュリティ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高

（1）外部顧客に対する売上高 1,327,017 104,963 1,431,980 － 1,431,980

 (2）セグメント間の内部売上高

　　 又は振替高
－ － － － －

 計 1,327,017 104,963 1,431,980 － 1,431,980

 営業利益又は営業損失（△） 281,736 △174,330 107,406 △250,307 △142,901

(注)１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(１) プロフェッショナルサービス事業・・・製造業向けシステム開発、導入及びそれに付随する要件定義等コ

ンサルテーションを含むソリューションサービス、データ分析・

整備・設計

(２) ネットワークセキュリティ事業・・・・ネットワークセキュリティ製品の販売

３．当第２四半期連結会計期間において、当社がNextech Asia Holdings Ltd.の株式を全て売却し、ネットワーク

セキュリティ事業から撤退いたしました。

〔所在地別セグメント情報〕

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

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

〔海外売上高〕

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

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年８月29日付及び平成20年９月29日付で、㈱FINEホールディングスから第三者割当増資の払込

を受けました。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が732,002千円、資本剰余金が732,002千円

増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,134,982千円、資本剰余金が1,577,188千円となってお

ります。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（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  638,769 100.0

Ⅱ　売上原価  522,805 81.8

売上総利益  115,964 18.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  600,980 94.1

営業損失(△)  △485,016 △75.9

Ⅳ　営業外収益    

１．負ののれん償却額 4,727   

２．為替差益 3,946   

３．持分法投資損益　 3,026   

４．その他 1,678 13,378 2.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 13,795   

２．その他 1,428 15,223 2.4

経常損失(△)  △486,861 △76.2

Ⅵ　特別利益    

１．関係会社株式売却益 9,380 9,380 1.5

Ⅶ　特別損失    

１．契約変更損 439,806   

２．その他 1,499 441,306 69.1

税金等調整前中間純損失(△)  △918,787 △143.8

法人税、住民税及び事業税 875   

法人税等調整額 △224,764 △223,889 △35.1

少数株主損失(△)  △34,161 △5.3

中間純損失(△)  △660,736 △103.4

－ 3 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（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

税金等調整前中間純損失(△) △918,787

のれん償却額　 16,826

負ののれん償却額　 △4,727

減価償却費 69,395

新株予約権の増加額　 3,904

持分法投資利益　 △3,026

関係会社株式益　 △9,380

受取利息及び受取配当金　 △917

支払利息　 13,795

受注損失引当金の増加額　 98,198

契約変更損　 439,806

売上債権の減少額　 415,582

たな卸資産の増加額　 △398,493

仕入債務の減少額　 △30,226

未払金の減少額　 △66,026

その他 △21,175

小計 △395,252

利息及び配当金の受取額　 971

利息の支払額　 △20,092

法人税等の支払額　 △763

営業活動によるキャッシュ・フロー △415,137

－ 4 －



前中間連結会計期間
（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

有形固定資産の取得による支出 △3,036

無形固定資産の取得による支出　 △178,101

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の売却による収入　

65,883

少数株主からの払込みによる収入
　

9,800

その他　 △3,859

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,313

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 300

短期借入れによる収入　 1,596,647

短期借入金の返済による支出　 △1,000,000

長期借入れによる収入　 450,000

長期借入金の返済による支出　 △160,000

自己株式の取得による支出　 △1,185

その他　 492

財務活動によるキャッシュ・フロー 886,254

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,308

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 363,112

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 424,695

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 787,807

－ 5 －
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