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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 2,096 ― △127 ― △115 ― △127 ―

20年3月期第3四半期 1,835 △42.8 △406 ― △428 ― △723 ―

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3四半期 △831.34 ―

20年3月期第3四半期 △4,705.27 ―

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3四半期 2,646 1,411 52.9 9,100.91
20年3月期 2,716 1,539 56.3 9,938.77

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,399百万円 20年3月期  1,528百万円

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  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 3,611 30.8 109 ― 103 ― 103 ― 669.70

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3四半期  156,800株 20年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,000株 20年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  153,800株 20年3月期第3四半期  153,800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）および「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１
４号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。  



   当第３四半期（４月から12月）における国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市

場の混乱が経済活動全体に波及し、国内外ともに景気は急減速する中、第２四半期に追い討ちをかける形で不景況感

が押し寄せてきております。日銀発表の12月企業短期経済観測調査（短観）によれば、前回の９月調査から21ポイン

トの悪化、特に、これまで景気回復を牽引してきた自動車、電機、一般機械の業種業況判断（ID）がそろって20ポイ

ント以上急落したことからも、今後の設備投資に一抹の不透明感が増しております。こうした国内実態経済の下、当

社を取り巻くネットワーク業界は金融分野、製造分野での設備予算縮小等による影響を受けております。  

 このような経済状況の中で、当社にもきびしい影響が出ているものの、当期は黒字化を目指しており、常に顧客の

ビジネス視点に立ち、顧客へ新たな価値を提供できる企業基盤の確立を目指す新３ヵ年計画も推進しております。 

  当第３四半期（４月から12月）は、売上高2,096百万円となりました。利益面におきましては、営業損失127百万

円、経常損失115百万円、四半期純損失127百万円となりました。 

  当第３四半期累計期間の事業部門別の概要は以下の通りであります。 

  プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）の売上高は645百万円、プロダクトセールス事業

（エンタープライズネットワーク部門）の売上高は276百万円、インテグレーションサービス事業の売上高は412百万

円、サポート&サービス事業の売上高は762百万円となりました。 

  プロダクトセールス事業の通信事業者/サービスプロバイダ部門では、引き続き次世代移動体通信サービス

（WiMAX）のAAA認証サーバとして米国Juniper Networks社SBR製品および当該サービスプロジェクト開発案件の一部

納入による売上であります。又、大手通信事業者と電力系ブロードバンドサービスプロバイダから米国Gigaset 

Communications社（旧米国Siemens Home&Office Communication Devices社）のPPPoEクライアントソフトウエア製品

の継続利用による売上であります。又同社の新製品PPPoEクライアント一括管理サーバGSM(Giga Subscriber 

Manager)が大手IT企業に採用され、納入となりました。 

  アプリケーションパフォーマンス管理・監視製品の米国NetScout製品は大手通信キャリアのモバイル通信サービス

基盤関連へ納入となりました。 

  当事業のエンタープライズ部門では、米国Infoblox社のDHCP/DNSが大手企業プロジェクトで受注を獲得しました。

  インテグレーションサービス事業では、引き続き一般企業向けネットワーク構築案件の他に米国TippingPoint 

Technologies社不正侵入防御セキュリティ製品が大手企業のデータセンタ基盤関連の大型受注を獲得しました。 

  サポート&サービス事業では、引き続き保守契約も堅調に推移し、新保守システムのCRMも本稼動しました。 

  

 当第３四半期末の流動資産は、2,275百万円（前事業年度末は2,213百万円）となり62百万円増加いたしました。こ

れは現金及び預金の増加（965百万円から1,117百万円へ152百万円の増加）、仕掛品の増加（５百万円から25百万円

へ20百万円の増加）、前渡金の増加（171百万円から226百万円へ55百万円の増加）、および受取手形及び売掛金の減

少（696百万円から618百万円へ77百万円の減少）、商品の減少（281百万円から229百万円へ51百万円の減少）等が主

な要因であります。  

 当第３四半期末の固定資産は、371百万円（前事業年度末は503百万円）となり132百万円減少いたしました。これ

は長期性預金の流動資産への振替100百万円、敷金保証金の返還による減少18百万円が主な要因であります。  

 当第３四半期末の流動負債は、1,230百万円(前事業年度末は1,172百万円）となり57百万円増加いたしました。こ

れは前受金の増加（299百万円から503百万円へ204百万円の増加）、支払手形及び買掛金の減少（294百万円から181

百万円へ113百万円の減少）、短期借入金の減少（435百万円から399百万円へ35百万円の減少）が主な要因でありま

す。 

 当第３四半期末の純資産は、1,411百万円(前事業年度末は1,539百万円）となり127百万円減少いたしました。これ

は資本剰余金の減少（1,229百万円から630百万円へ598百万円の減少）、利益剰余金の増加（△598百万円から△127

百万円へ470百万円の増加）が主な要因であります。 

  

 平成21年３月期業績予想に関しましては、平成20年５月16日発表の「平成20年３月期 決算短信」における業績予

想に変更はありません。 

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 



 該当事項はありません。 

  

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 

（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「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。これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,117,215 965,138

受取手形及び売掛金 618,203 696,147

有価証券 27,831 39,439

商品 229,885 281,518

仕掛品 25,215 5,071

前渡金 226,664 171,404

その他 39,099 57,937

貸倒引当金 △8,735 △3,343

流動資産合計 2,275,379 2,213,313

固定資産   

有形固定資産 61,215 62,715

無形固定資産 7,622 8,077

投資その他の資産 302,359 432,800

固定資産合計 371,197 503,593

資産合計 2,646,576 2,716,906

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 181,620 294,646

短期借入金 399,900 435,100

未払法人税等 4,265 6,534

賞与引当金 29,628 56,747

役員賞与引当金 22,000 －

前受金 503,639 299,107

その他 89,136 80,838

流動負債合計 1,230,190 1,172,975

固定負債   

繰延税金負債 4,393 4,352

固定負債合計 4,393 4,352

負債合計 1,234,583 1,177,327

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 1,229,039

利益剰余金 △127,860 △598,669

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,404,477 1,532,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,757 △3,754

評価・換算差額等合計 △4,757 △3,754

新株予約権 12,273 10,996

純資産合計 1,411,993 1,539,579

負債純資産合計 2,646,576 2,716,906



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,096,427

売上原価 1,419,716

売上総利益 676,711

販売費及び一般管理費 804,605

営業損失（△） △127,893

営業外収益  

受取利息 1,368

受取配当金 730

為替差益 24,732

その他 2,042

営業外収益合計 28,873

営業外費用  

支払利息 4,330

デリバティブ評価損 11,608

その他 69

営業外費用合計 16,007

経常損失（△） △115,028

特別利益  

新株予約権戻入益 1,110

特別利益合計 1,110

特別損失  

固定資産除却損 2,044

投資有価証券評価損 9,063

特別損失合計 11,108

税引前四半期純損失（△） △125,025

法人税、住民税及び事業税 2,835

法人税等合計 2,835

四半期純損失（△） △127,860



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △125,025

減価償却費 20,874

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,119

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,677

受取利息及び受取配当金 △2,099

支払利息 4,330

売上債権の増減額（△は増加） 77,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,184

仕入債務の増減額（△は減少） △113,025

その他 230,805

小計 94,192

利息及び配当金の受取額 1,995

利息の支払額 △3,882

法人税等の支払額 △3,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,525

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 △235,723

定期預金の払戻による収入 133,806

有形固定資産の取得による支出 △15,301

無形固定資産の取得による支出 △1,030

投資有価証券の取得による支出 △900

その他 16,025

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,123

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） △35,200

配当金の支払額 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,242

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,840

現金及び現金同等物の期首残高 737,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 687,764



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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３月期 

第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,835,914

Ⅱ 売上原価  1,434,256

売上総利益  401,658

Ⅲ 販売費及び一般管理費  807,738

営業利益 △406,080

Ⅳ 営業外収益  7,037

Ⅴ 営業外費用  29,142

経常利益 △428,185

Ⅵ 特別利益  900

Ⅶ 特別損失  68,229

税引前四半期純利益 △495,514

法人税、住民税及び事業税  3,060

法人税等調整額  225,095

四半期純利益 △723,670



（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３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純損失 △495,514

減価償却費  14,713

賞与引当金の増減額 △28,170

役員賞与引当金の増減額  21,000

貸倒引当金の増減額  27,160

受取利息及び受取配当金 △4,858

支払利息  1,691

投資有価証券評価損  40,960

デリバティブ評価損  25,513

売上債権の増減額  2,779,606

たな卸資産の増減額 △180,471

仕入債務の増減額 △2,492,559

その他  27,931

小計 △262,996

利息及び配当金の受取額  4,546

利息の支払額 △1,584

法人税等の支払額 △1,891

法人税等の還付額  70,961

営業活動によるキャッシュ・フロー △190,964

Ⅱ 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 △251,885

定期預金の払戻による収入  137,331

有形固定資産の取得による支出 △34,856

無形固定資産の取得による支出 △5,263

投資有価証券の取得による支出 △900

投資有価証券の売却による収入  240,900

その他 △1,755

投資活動によるキャッシュ・フロー  83,571

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額  200,000

長期借入金の返済による支出 △17,500

配当金の支払額 △293

財務活動によるキャッシュ・フロー  182,206

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  74,813

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  557,209

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  632,023
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