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1.  平成21年7月期第1四半期の業績（平成20年8月1日～平成20年10月31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7月期第1四半期 450 ― 81 ― 93 ― 58 ―
20年7月期第1四半期 972 93.9 367 152.2 371 153.5 232 166.2

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7月期第1四半期 634.11 ―
20年7月期第1四半期 2,487.29 ―

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7月期第1四半期 5,074 4,782 94.2 52,052.08
20年7月期 5,025 4,880 97.1 52,662.19

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  4,782百万円 20年7月期  4,880百万円

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7月期 ― 0.00 ― 700.00 700.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― 0.00 ― 700.00 700.00

3.  平成21年7月期の業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 700 ― △80 ― △74 ― △80 ― △876.12
通期 2,000 △19.1 81 △84.5 94 △82.6 52 △84.1 571.39

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7月期第1四半期  95,620株 20年7月期  95,620株
② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  3,738株 20年7月期  2,938株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第1四半期  92,201株 20年7月期第1四半期  93,324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)本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは
控えられるようお願いいたします。また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。なお、業績予想に関する事
項は、３ページをご覧下さい。 
(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。 
(3)１株当たり当期純利益の業績予想数値の変更は、自己株式の取得による期中平均株式数の変動の影響によるものです。 
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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

　国内の移動体通信分野では、携帯電話端末の多様な販売方法の導入や、ナンバーポータビリティ制度導入による

加入者獲得競争、音楽・映像等のコンテンツサービスの提供等により積極的な販促活動が展開される中、次世代の

移動体通信方式となるLTE（Long Term Evolution）への開発投資や、WiMAX等の新技術のサービスへの展開が進め

られております。また、固定通信分野におきましても光ファイバを中心としたブロードバンドサービスが進展し、

IP化に伴うサービスの融合化が加速しております。

　これらの新技術、新サービスの導入に伴い、積極的な研究開発投資が見込まれる一方で、サービスの低価格傾向

は定着しており、世界的な金融危機と景気減速もあり、通信各社の研究開発、設備投資は、選別的な姿勢が継続さ

れるものと予想されます。

　　このような状況の中、当社では、以下の営業、マーケティング及び研究開発活動を行いました。

　(ⅰ) 第３世代移動体通信向け製品のバージョン・アップ及びHSDPA方式に対応した新製品開発及び販売 

　(ⅱ) 次世代移動体通信向け製品の開発

　(ⅲ) 次世代IPネットワークに対応した製品開発及び販売

　(ⅳ) WiMAX（Worldwide　Interoperability　for　Microwave　AXess）に対応した商材開拓及び販売

　(ⅴ) 次世代ネットワークに対応した製品の販売

　その結果、当第１四半期会計期間における事業セグメント別の売上高は以下のとおりとなりました。

　（モバイルネットワークテスト）397,714千円（前年同期比53.9％減）

　　　当事業セグメントの売上高は、397,714千円となりました。WiMAX対応製品の販売は前年同期比を上回ったもの

の、HSDPA対応基地局向け及び次世代移動体通信向け製品の販売が前年同期比を下回ったことによるものです。

　（ＩＰネットワークテスト）50,996千円（前年同期比53.4％減）

　　　当事業セグメントの売上高は、50,996千円となりました。前期に発売を開始したイーサネットサービス向けの

フィールドテスト用途の新製品「サービステスタ」は前年同期比を上回ったものの、VoIP市場向けのカスタマイ

ズ製品及び、無線LAN向けテスタの販売が前年同期比を下回ったことによるものです。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高450,288千円（前年同期比53.7％減）、営業利益81,918千円

（前年同期比77.7％減）、経常利益93,925千円（前年同期比74.7％減）、四半期純利益は58,466千円（前年同期比

74.8％減）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（1）財政状態

　当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は4,362,144千円であり、前事業年度末に比べて231,439千円減少

しております。現金及び預金が415,693千円減少したものの、売掛金が216,537千円増加したことが主な要因でありま

す。

　当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は712,294千円であり、前事業年度末に比べて280,849千円増加し

ております。投資有価証券が270,025千円増加したことが主な要因であります。

　当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は291,790千円であり、前事業年度末に比べて147,596千円増加し

ております。買掛金が69,452千円、未払金が39,249千円、未払法人税等が39,549千円増加したことが主な要因であり

ます。

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は4,782,649千円であり、前事業年度末に比べて98,187千円減少してお

ります。配当金の支払で64,877千円減少し、自己株式が25,796千円増加、その他有価証券評価差額金が65,979千円増

加したことによるものであります。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末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415,693千円

減少し、3,385,530千円となりました。当第１四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　税引前四半期純利益93,925千円に対し、減価償却費24,647千円、たな卸資産の減少額21,664千円、仕入債務の増

加額69,452千円、売上債権の増加額224,619千円があった結果、営業活動によって使用した資金は5,615千円（前年

同期　234,556千円の支出）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資有価証券の取得による支出335,900千円があり、その結果、投資活動によって使用した資金は351,061千円（前

年同期　67,792千円の収入）となりました。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　配当金の支払による支出が32,966千円、自己株式取得による支出26,049千円により、財務活動によって使用した

資金は59,015千円（前年同期　28,632千円の支出)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」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を適

用しておりますので、前年同期増減率及び金額に関する情報は参考として記載しております。

３．業績予想に関する定性的情報

　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年９月４日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　　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

当第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。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、

それぞれ781千円減少しております。
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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１四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,885,530 3,301,224

受取手形 8,081 －

売掛金 716,356 499,819

有価証券 500,000 500,000

商品及び製品 152,487 123,638

仕掛品 2,939 52,514

原材料及び貯蔵品 53,288 54,226

その他 43,460 62,161

流動資産合計 4,362,144 4,593,584

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,960 9,317

工具、器具及び備品（純額） 192,456 209,632

有形固定資産合計 201,416 218,950

無形固定資産 37,269 31,713

投資その他の資産 473,608 180,781

固定資産合計 712,294 431,445

資産合計 5,074,439 5,025,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 110,717 41,265

未払金 55,143 15,894

未払法人税等 39,549 －

賞与引当金 46,204 25,017

その他 40,175 62,016

流動負債合計 291,790 144,193

負債合計 291,790 144,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,359,350 1,359,350

資本剰余金 1,500,547 1,500,547

利益剰余金 2,192,251 2,198,662

自己株式 △203,520 △177,723

株主資本合計 4,848,629 4,880,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,979 －

評価・換算差額等合計 △65,979 －

純資産合計 4,782,649 4,880,837

負債純資産合計 5,074,439 5,025,030
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 450,288

売上原価 154,400

売上総利益 295,888

販売費及び一般管理費 213,969

営業利益 81,918

営業外収益  

受取利息及び配当金 5,887

為替差益 6,372

その他 0

営業外収益合計 12,259

営業外費用  

支払手数料 252

営業外費用合計 252

経常利益 93,925

税引前四半期純利益 93,925

法人税、住民税及び事業税 75,200

法人税等調整額 △39,740

法人税等合計 35,459

四半期純利益 58,466
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 93,925

減価償却費 24,647

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,187

受取利息及び受取配当金 △5,887

売上債権の増減額（△は増加） △224,619

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,664

仕入債務の増減額（△は減少） 69,452

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,160

その他 14,882

小計 △8,906

利息及び配当金の受取額 5,545

法人税等の支払額 △2,254

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,615

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 △6,509

無形固定資産の取得による支出 △8,100

投資有価証券の取得による支出 △335,900

その他 △552

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,061

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △26,049

配当金の支払額 △32,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,015

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △415,693

現金及び現金同等物の期首残高 3,801,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,385,530
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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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年７月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 972,843

Ⅱ　売上原価 329,951

売上総利益 642,891

Ⅲ　販売費及び一般管理費 275,306

営業利益 367,585

Ⅳ　営業外収益 3,507

Ⅴ　営業外費用 5

経常利益 371,086

Ⅵ　特別損失 144

税引前四半期純利益 370,942

税金費用 138,818

四半期純利益 232,124
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年７月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 370,942

減価償却費 37,486

賞与引当金の増加額 26,368

受取利息及び受取配当金　 △2,620

支払利息 5

固定資産売却損　 144

売上債権の増加額　 △530,982

たな卸資産の減少額　 114,105

仕入債務の減少額　 △76,136

未払消費税等の増加額 15,265

その他　 △3,957

小計 △49,379

利息及び配当金の受取額　 2,432

利息の支払額　 △6

法人税等の支払額　 △187,602

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,556

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出　 △34,163

無形固定資産の売却による収入　 1

その他 1,954

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,792

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出　 △1,000

配当金の支払額 △27,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,632

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △195,396

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,086,942

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,891,545
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