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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 840 ― △98 ― △99 ― △100 ―
20年3月期第3四半期 790 △1.7 △97 ― △96 ― △105 ―

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 △3,821.61 ―
20年3月期第3四半期 △4,009.86 ―

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 884 539 60.9 20,427.50
20年3月期 952 643 67.5 24,359.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  539百万円 20年3月期  643百万円

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  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 1,250 3.0 △97 ― △98 ― △128 ― △4,848.48

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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3月期第3四半期  26,400株 20年3月期  26,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  26,400株 20年3月期第3四半期  26,400株

１．平成20年５月９日に公表いたしました業績予想について、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 
３．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。  



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の悪化による設備投資の抑制や、雇用情勢の悪化を背景に

景気後退懸念が台頭する中で推移し、更に、サブプライムローンに端を発した世界的な金融不安による円高や株安で

景気の先行きには慎重な見方が広がりました。 

 こうした中、国内ＩＴ関連投資の抑制により以前にも増して先行きに対する慎重姿勢を背景にユーザーの選別投資

の強化及びコスト抑制圧力が強くなるなど、当業界を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、当社では引き続きコンピュータ・セキュリティ運用監視サービスの顧客獲得に注力するとと

もに、自社開発運用監視システム「NetStare Manager」のユーザビリティを高めるオプション類の開発及びサポー

ト・サービスの品質向上に継続して取り組んでまいりました。また、自社開発ログ分析製品「LogStare Tetra」のラ

インナップ強化をさらに図るため、ログ収集・保管・暗号化オプション製品「ログ・アーカイブ・オプション」の開

発を完了し本格的に販売を開始しました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 千円（前年同期比6.3％増）となりました。これは、主に上

場企業を中心としたJ-SOX対応のためのログ分析サービス収入の増加によるものであり前年同時期に比べて 千

円増加いたしました。 

 しかし、受注を見込んでいた大型案件のいくつかが、景気の悪化の影響を受け企業のセキュリティ投資が取り止め

又は縮小あるいは延期となったこと等により、製品及び当社エンジニアの役務を主とした利益率の高いサービス収入

の多くが成約に至らなかったことを主な要因として、営業損失 千円、経常損失 千円、四半期純損失

千円となりました。 

  

 ※当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（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。従いまして、当第３四半期累計期間の損

益計算書と前年同四半期累計期間の損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年比較に関する情報は参考として記

載しております。 

  

①当第３四半期の財政状態 

 財政状態につきましては、総資産 千円（前事業年度末比 千円の減少）、負債の部合計 千円 

（前事業年度末比 千円の増加）となり、純資産の部合計は 千円（前事業年度末比 千円の減少）

となりました。 

②当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間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、 千円

増加し、当第３四半期末には 千円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、資金は 千円の取得となりました。これは主に売上債権の減少 千円と前受金の増加

千円、仕入債務の減少 千円及び減価償却費 千円並びに税引前第３四半期純損失 千円の差

額によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は 千円の使用となりました。これは主に差入保証金の差入 千円とソフトウェア

の取得 千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 千円の取得となりました。これは主に短期借入れ 千円によるものです。 

  

  

 本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました通り、平成20年５月９日に公表いたしまし

た平成21年３月期通期の業績予想を下方修正いたしました。 

 昨年秋以来の急激な経済情勢の悪化に伴うＩＴ投資縮小の影響を受け、受注環境は厳しさを増すものとなりまし

た。そのため、下期に受注を見込んでいた大型案件のいくつかが、景気の悪化により当該企業のセキュリティ投資の

取り止め又は縮小あるいは延期等により、製品及び当社エンジニアの役務を主とした利益率の高いサービス収入の多

くが成約に至らなかったことを主な要因として、売上高、利益ともに、前回発表の業績予想数値を下回る見込みとな

りました。   

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

840,294

49,514

98,903 99,135

100,890

２．財政状態に関する定性的情報 

884,962 67,432 345,676

36,379 539,286 103,812

63,384

389,348

20,081 148,858

17,714 80,938 40,947 100,054

54,824 21,870

29,614

98,127 100,000

３．業績予想に関する定性的情報 
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① 簡便な会計処理 

  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、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によ

っております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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

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。 

 これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１

四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性

の乏しいリース取引については、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しておりま

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 389,348 325,964

売掛金 182,005 330,863

商品 4,410 475

原材料 145 4,576

仕掛品 4,208 3,565

前渡金 738 1,646

前払費用 21,728 16,906

未収入金 － 2,411

その他 115 －

流動資産合計 602,700 686,409

固定資産   

有形固定資産   

建物 48,716 42,772

減価償却累計額 △12,553 △8,697

建物（純額） 36,163 34,074

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △2,062 △1,838

車両運搬具（純額） 673 897

工具、器具及び備品 56,538 50,775

減価償却累計額 △35,385 △25,423

工具、器具及び備品（純額） 21,153 25,352

有形固定資産合計 57,990 60,325

無形固定資産   

ソフトウエア 107,414 118,141

電話加入権 241 241

ソフトウエア仮勘定 13,838 2,825

無形固定資産合計 121,494 121,207

投資その他の資産   

投資有価証券 32,566 29,093

関係会社株式 － 6,475

長期前払費用 330 524

差入保証金 69,879 48,359

投資その他の資産合計 102,777 84,452

固定資産合計 282,261 265,985

資産合計 884,962 952,395
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,189 198,127

短期借入金 100,000 －

未払金 18,689 18,115

未払費用 11,317 11,861

未払法人税等 1,571 1,843

未払消費税等 4,854 851

前受金 69,210 51,495

預り金 6,226 2,628

賞与引当金 12,072 24,374

流動負債合計 341,129 309,296

固定負債   

長期未払金 4,546 －

固定負債合計 4,546 －

負債合計 345,676 309,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,950 361,950

資本剰余金 338,950 338,950

利益剰余金 △158,607 △57,716

株主資本合計 542,292 643,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,006 △84

評価・換算差額等合計 △3,006 △84

純資産合計 539,286 643,098

負債純資産合計 884,962 952,395
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（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 840,294

売上原価 592,824

売上総利益 247,470

販売費及び一般管理費 346,374

営業損失（△） △98,903

営業外収益  

受取利息 414

受取配当金 7

その他 74

営業外収益合計 496

営業外費用  

支払利息 607

為替差損 120

営業外費用合計 728

経常損失（△） △99,135

特別損失  

固定資産除却損 781

投資有価証券評価損 137

特別損失合計 919

税引前四半期純損失（△） △100,054

法人税、住民税及び事業税 893

法人税等調整額 △57

法人税等合計 835

四半期純損失（△） △100,890
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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（△） △100,054

減価償却費 40,947

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,301

受取利息及び受取配当金 △421

支払利息 607

固定資産除却損 781

投資有価証券評価損益（△は益） 137

売上債権の増減額（△は増加） 148,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △147

仕入債務の増減額（△は減少） △80,938

前受金の増減額（△は減少） 17,714

その他 5,560

小計 20,743

利息及び配当金の受取額 421

利息の支払額 △669

法人税等の支払額 △414

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,081

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 △3,689

無形固定資産の取得による支出 △29,614

差入保証金の差入による支出 △21,870

その他 350

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,824

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 100,000

割賦債務の返済による支出 △1,872

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,384

現金及び現金同等物の期首残高 325,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 389,348
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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。 

  

 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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  
前年同四半期 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高    790,780

Ⅱ 売上原価    615,131

売上総利益    175,649

Ⅲ 販売費及び一般管理費    273,181

営業損失（△）    △97,531

Ⅳ 営業外収益    906

経常損失（△）    △96,625

Ⅴ 特別損失    6,723

税引前第３四半期純損失
（△） 

   △103,349

法人税、住民税及び事業
税 

 1,113   

法人税等調整額  1,397  2,510

第３四半期純損失（△）    △105,860
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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 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純損失  △103,349

減価償却費  30,283

賞与引当金の減少額  △5,163

受取利息及び受取配当金  △715

固定資産除却損  1,884

投資有価証券評価損  438

ソフトウェア償却費  4,400

売上債権の減少額  170,240

たな卸資産の増加額  △25,430

仕入債務の減少額  △43,814

前受金の増加額  6,546

その他  297

小計  35,618

利息及び配当金の受取額  715

法人税等の支払額  △5,656

営業活動によるキャッシュ・フロー  30,677

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  △45,815

無形固定資産の取得による支出  △113,326

投資有価証券の取得による支出  △6,475

差入保証金の差入による支出  △1,032

その他  60

投資活動によるキャッシュ・フロー  △166,589

Ⅲ 現金及び現金同等物の減少額  △135,912

Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高  484,260

Ⅴ 現金及び現金同等物の第３四半期末残
高 

 348,347
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    該当事項はありません。 

  

６．その他の情報 
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