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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） 

（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につきましては、潜在株式は存在するものの、１株あたり四半期純損失であるため、 
   記載しておりません。  

(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 6,481 ― 6 ― 102 ― △441 ―

20年3月期第2四半期 7,222 △35.2 276 △61.4 189 △71.3 56 △90.8

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 △75.32 ―

20年3月期第2四半期 9.53 9.46

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 8,683 4,236 48.8 719.72
20年3月期 9,578 4,573 47.7 770.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,220百万円 20年3月期  4,830百万円

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 ― 23.00 23.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 24.00 24.00

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  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 15,000 △6.3 1,200 △11.8 1,200 29.0 200 △58.0 34.09

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）  無  

(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  有  

（注) 詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」 をご覧ください。  

(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） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年10月24日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ「情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 
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。  

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  5,939,000株 20年3月期  5,939,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  74,428株 20年3月期  72,450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  5,866,348株 20年3月期第2四半期  5,928,549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２四半期におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱から始まった株安円高の影響により輸出企業を中心とし

た国内企業業績が悪化しており、景気の後退局面に入り始めました。

　当第２四半期の当社業績は、企業向けＩＴセキュリティ・ソリューションとネットワーク構築等の売上は堅調に推

移しましたが、コンテンツ配信ソリューション及びネットワーク機器販売の売上高が大幅に減少し、全体としての連

結売上高は前年比で減少しました。また、中期的な成長を視野に入れＩＴセキュリティ関連の新製品群の開発、新規

事業創出のための戦略投資に積極的に費用を投じました。

　業績に影響を与える営業活動以外の要因としては、第１四半期において、投資有価証券評価損460百万円を特別損

失で計上しました。

　この結果、当第２四半期の連結売上高は6,481百万円（前年同期比10.3%減）、連結営業利益は6百万円（同97.7％

減）、連結経常利益は102百万円（同45.8％減）、連結四半期純損失は441百万円（前年同期は四半期純利益19百万

円）となりました。

　なお、前年同期比増減率については、前年度中間期との比較を参考数値として記載しております。

 

　　当社グループの各売上区分での営業活動の状況は次の通りです。

 

① ＩＴセキュリティ・ソリューション

　当第２四半期累計期間の「ＩＴセキュリティ・ソリューション」の連結売上高は2,165百万円（前年同期比0.2％

増）となりました。

　各企業における個人情報保護や内部統制システム強化のためのセキュリティ対策需要は依然底堅いものの、景気

後退による設備投資額の縮小が進む中、当社のセキュリティ商品販売は堅調に推移しました。今後も他社に先駆け

て、より利便性の高い新製品を開発してまいります。

② コンテンツ配信ソリューション

　当第２四半期累計期間の「コンテンツ配信ソリューション」の連結売上高は1,102百万円（前年同期比17.0％減）

となりました。

　ＶＯＤ（Video on Demand）システム関連の売上高が前年比で減少しましたが、デジタルサイネージ（屋外や店頭、

駅などの場所において電子看板・ディスプレイなどの表示機器を使って情報を発信する仕組み）やポイントサービス

など非接触ＩＣカード関連の新サービス事業に積極的に取り組みました。

③ ネットワーク構築及び組み込みシステム

　当第２四半期累計期間の「ネットワーク構築及び組み込みシステム」の連結売上高は1,362百万円（前年同期比

8.0％増）となりました。

  企業ネットワークの仮想化や高速・大容量化といった、ＩＴシステムの高度化需要に対応したことにより、売上

高は前年比で増加しました。組み込みシステムでは、ＦＰＧＡを応用した高速データ処理エンジン基板、アナログ

ＡＳＳＰ技術（センサー）の売上高が増加しました。

④ その他ネットワーク機器

　サーバー、ルーター、スイッチといったＬＡＮ、ＷＡＮのインフラ機器は一層コモディティ化が進み、利益の確

保が困難となっております。そこで当社は戦略的に採算性の低いプロジェクトを絞り込み、特異性のあるネット機

器のみ扱う方針で取り組んできたため、売上高は前年比で大きく減少しました。

　この結果、当製品分野の当四半期連結売上高は1,851百万円（前年同期比25.1％減）となりました。

 



　各製品分野における連結売上高をまとめると、次の通りであります。

　表中における「付加価値ビジネス合計」は、当社に蓄積されたノウハウを生かしたビジネスであり、今後も戦略的に

注力していきたい分野と位置付けております。

　区分 前年度中間期 当年度 第２四半期累計

売上高 構成比 売上高 構成比 増減率

（百万円） （％） （百万円） （％） （％）

ＩＴセキュリティ・ソリューション 2,161 29.9 2,165 33.4 0.2

コンテンツ配信ソリューション 1,328 18.4 1,102 17.0 △17.0

ネットワーク構築及び組み込みシステム 1,261 17.5 1,362 21.0 8.0

付加価値ビジネス合計 4,750 65.8 4,630 71.4 △2.5

その他ネットワーク機器 2,472 34.2 1,851 28.6 △25.1

合計 7,222 100 6,481 100 △10.3

　　（注）前年同期である前年度中間期については、参考数値として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の連結総資産残高は、前年度末比2,956百万円減少し、8,683百万円となりました。

　流動資産は、前度末に比べ2,642百万円減少し、5,652百万円となりました、これは主に受取手形及び売掛金の減少

によるものです。

　固定資産は、前年度末に比べ308百万円減少し、3,014百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価減に伴

う減少によるものです。

　流動負債は、前年度末に比べ2,361百万円減少し、3,889百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減

少と、短期借入金の返済によるものです。

　固定負債は、前年度末に比べ7百万円増加し、557百万円となり、大きな変動はありませんでした。

　純資産は、前年度末に比べ603百万円減少し、4,236百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少によるもの

です。

　当第２四半期末の連結自己資本比率は48.8%（前連結会計年度末比7.2ポイント増）、１株当たり連結純資産額は

719円72銭（前度末比103円62銭減）となりました。

 

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ34百万円減少

し、787百万円となりました。

　「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は375百万円となましたが、売上債権の減

少が2,569百万円、仕入債務の増加が1,114百万円等により、合計で1,429百万円の資金獲得となりました。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産、無形固定資産の取得等により、合計で225百万円の資

金支出となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金が1,100百万円減少したこと等により、1,239百万円の資金

支出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　上半期は、売上高は予想通りに推移したものの、ＩＴセキュリティ関連の新製品群の開発および新規事業のための

戦略的投資に約１億円超を追加で投入したこと、また連結子会社の索利通網絡系統（上海）有限公司における事業再

編に伴い約１億円の費用が発生したことなどにより、営業利益は期初予想比で244百万円下回りました。また、特別損

失で460百万円の投資有価証券評価損があり、当期純利益は期初予想比で562百万円下回りました。

　下半期に向けては、景気後退による企業の設備投資意欲の急激な冷え込みから、売上高の期初予想達成が厳しい見

通しであります。

　以上の要因により、連結業績予想は平成20年10月24日に公表いたしました通り、売上高15,000百万円（前年比6.3％

減）、営業利益1,200百万円（前年比11.8％減）、経常利益1,200百万円（前年比29.0％増）、当期純利益200百万円

（前年比58.0％減）を見込んでおります。



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）

該当事項はありません。

（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

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

③　経過勘定項目の算定方法

　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計上

する方法によっております。

④  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一次差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

（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。

（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第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）

　当連結グループは、同一セグメントに属するコンピュータシステム事業の商品販売及びサービスを行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第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、いずれも連結売上高の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

　該当事項はありません。



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 787,182 821,531

受取手形及び売掛金 2,459,235 5,029,401

商品 1,519,613 1,765,148

仕掛品 306,817 178,794

貯蔵品 37,682 23,246

その他 577,306 527,016

貸倒引当金 △35,811 △50,840

流動資産合計 5,652,027 8,294,298

固定資産   

有形固定資産 370,941 398,477

無形固定資産 208,634 59,380

投資その他の資産   

投資有価証券 1,548,352 1,911,650

その他 1,193,173 1,262,805

貸倒引当金 △306,285 △308,666

投資その他の資産合計 2,435,239 2,865,790

固定資産合計 3,014,816 3,323,648

繰延資産 16,540 22,377

資産合計 8,683,383 11,640,325

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,094,141 2,209,017

短期借入金 950,000 2,050,000

未払法人税等 30,196 337,398

前受収益 1,070,542 819,829

賞与引当金 203,747 316,060

役員賞与引当金 － 5,000

その他 540,558 513,279

流動負債合計 3,889,186 6,250,584

固定負債   

退職給付引当金 476,690 466,393

その他 81,289 84,022

固定負債合計 557,979 550,415

負債合計 4,447,166 6,801,000



（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 1,326,500 1,326,500

資本剰余金 1,247,627 1,247,627

利益剰余金 1,732,487 2,296,218

自己株式 △91,485 △89,859

株主資本合計 4,215,128 4,780,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,161 3,820

繰延ヘッジ損益 △1,392 △6,194

為替換算調整勘定 35,292 52,092

評価・換算差額等合計 5,739 49,718

新株予約権 15,349 9,120

純資産合計 4,236,217 4,839,324

負債純資産合計 8,683,383 11,640,325



（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 6,481,920

売上原価 4,636,860

売上総利益 1,845,060

販売費及び一般管理費 1,838,682

営業利益 6,377

営業外収益  

受取利息 823

受取配当金 420

通貨オプション評価益 52,955

複合金融商品評価益 71,850

持分法による投資利益 3,754

その他 3,522

営業外収益合計 133,326

営業外費用  

支払利息 10,395

為替差損 10,828

その他 15,506

営業外費用合計 36,731

経常利益 102,972

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16,578

特別利益合計 16,578

特別損失  

投資有価証券評価損 460,677

その他 33,974

特別損失合計 494,652

税金等調整前四半期純損失（△） △375,101

法人税、住民税及び事業税 5,000

法人税等調整額 61,770

法人税等合計 66,770

四半期純損失（△） △441,871



（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（△） △375,101

減価償却費 76,292

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,296

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,313

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

受取利息及び受取配当金 △1,243

支払利息 10,395

為替差損益（△は益） △750

持分法による投資損益（△は益） △3,754

投資有価証券評価損益（△は益） 460,677

複合金融商品評価益 △71,850

通貨オプション評価益 △52,955

売上債権の増減額（△は増加） 2,569,483

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,394

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,180

前受収益の増減額（△は減少） 250,713

その他 32,458

小計 1,758,154

利息及び配当金の受取額 758

利息の支払額 △8,422

法人税等の支払額 △320,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,429,830

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 △46,492

無形固定資産の取得による支出 △128,990

投資有価証券の取得による支出 △58,000

その他 8,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,071

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,100,000

配当金の支払額 △134,930

その他 △4,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,349

現金及び現金同等物の期首残高 821,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 787,182



「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  7,222,966 100.0

Ⅱ　売上原価  5,155,634 71.4

売上総利益  2,067,332 28.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,790,578 24.8

営業利益  276,754 3.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 76,229   

２．保険解約益 10,251   

３．持分法による投資利益 509   

４．為替差益 1,192   

５．その他 5,766 93,950 1.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 19,748   

２．通貨オプション評価損 19,548   

３．固定資産除却損 5,281   

４．複合金融商品評価損 128,550   

５．その他 7,589 180,717 2.5

経常利益  189,986 2.6

Ⅵ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 129,607   

２．その他 2,688 132,296 1.8

税金等調整前中間純利益  57,690 0.8

法人税、住民税及び事業税 12,950   

法人税等調整額 △11,800 1,150 0.0

中間純利益  56,540 0.8



（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利益 57,690

減価償却費 75,349

長期前払費用の償却費 7,941

退職給付引当金の増加額 6,802

賞与引当金の減少額 △52,408

貸倒引当金の増加額 52,576

受取利息及び受取配当金 △76,229

支払利息 19,748

為替差損 1,640

持分法による投資利益 △509

複合金融商品評価損 128,550

投資有価証券評価損 129,607

有形固定資産除却損 5,281

通貨オプション評価損 19,548

金利キャップ評価損 46

売上債権の減少額 646,223

たな卸資産の減少額 154,446

その他流動資産の増加額 △86,917

破産更正債権等の減少額 2,500

仕入債務の減少額 △203,403

その他流動負債の増加額 10,373

未払消費税等の増加額 △3,445

未払消費税等の減少額 △179,782

その他 △50,616

小計 665,013

利息及び配当金の受取額 77,761

利息の支払額 △15,545

法人税等の支払額 △209,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,674



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 △28,256

無形固定資産の取得による支出 △8,727

投資有価証券の取得による支出 △592,109

投資有価証券の売却による収入　 200,250

短期貸付金の純増減額　 1,047

その他 53,492

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,303

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 △120,000

株式の発行による収入 6,500

配当金の支払額 △128,028

その他 △205

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,734

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 882

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △97,480

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 776,078

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 678,597
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