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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 1,213 △0.1 △196 ― △182 ― △293 ―

20年3月期第3四半期 1,214 △8.5 △153 ― △136 ― △63 ―

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 △56.12 ―

20年3月期第3四半期 △12.18 ―

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 2,081 1,781 85.6 340.08
20年3月期 2,413 2,131 88.3 406.91

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,781百万円 20年3月期  2,131百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 7.50

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 1,660 △4.3 △250 ― △230 ― △400 ― △76.37

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  5,404,592株 20年3月期  5,404,592株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  167,138株 20年3月期  167,048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  5,237,476株 20年3月期第3四半期  5,237,594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．上記の業績予想につきましては、平成20年5月16日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年2月6日付の「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に掲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。業績予想の前提となる条件等については、３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。  
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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

　世界同時不況といった感もある第３四半期会計期間は、当社の客先においても投資手控え、あるいは開発の延期な

どによる仕様変更によって納期（売上計上）の期ズレがおきています。また、事業の撤退に伴う業界再編もあり、他

方急速な円高は当社客先である電機メーカー、自動車関連などの製品戦略見直しなど直撃といっていい影響が出てい

ます。

　通信関連につきましては、汎用通信ボードに関しては前年度に受注残があり、カスタマイズする開発を継続中です。

ISDN通信ボードは前年度のコンビニPOS向けに納入した製品の保守並びに小口展開が主となっています。

　この結果、売上高は62百万円となりました。

　ソフトウェア製品関連につきましては、厳しい環境下にありますが、今期に入り新規の引き合いに加え、新たなラ

イセンス収入の案件もありました。４月に販売開始いたしました新しい SMIFA08（商標名＝Embedded SIP：ネット上

の音声データの通信と制御用の規格）はファーストカスタマーにて決定し、今後に期待がもてます。

　なお、前事業年度まで区分掲記しておりました「リアルタイムＯＳ」は、重要性がなくなったため、「インターネッ

トプロトコル」と合計して「ソフトウェア製品」として表示することにしました。

　この結果、売上高は42百万円となりました。

 　一方、SI(カスタマイズ)関連につきましては、自動車関連、電気メーカー関連、通信関連の受注が、第３四半期会

計期間の売上に寄与しております。

　この結果、売上高は1億87百万円となりました。

　他方、システムソリューション（受託）関連につきまして、主要客先における投資減の影響が出始めております。

　この結果、売上高は1億16百万円となりました。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は、4億23百万円となり、営業損失は86百万円、経常損失は82百万円、

四半期純損失は1億97百万円となりました。

　なお、平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期

第１四半期決算短信（平成20年８月５日開示）及び弟２四半期決算短信（平成20年12月７日開示）をご参照ください。

２．財政状態に関する定性的情報

 キャッシュ・フロー等の状況について

　当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券評価損32百万円（前

年同期比4218.1％増加）、減価償却費22百万円（前年同期比11.1％減少）、のれん償却費12百万円（前年同期と同額）、

貸倒引当金の増加額12百万円（前第３四半期累計期間は75百万円の減少）、投資有価証券売却による収入30百万円（前

年同期比70.0％減少）があったものの、税引前四半期純損失2億55百万円（前年同期比322.5％増加）、売上債権の増

加98百万円（前第３四半期累計期間は2億77百万円の減少）、たな卸資産の増加63百万円（前年同期比12.4％増加）、

役員退職慰労引当金の減少29百万円（前第３四半期累計期間は12百万円の増加）、配当金の支払39百万円（前年同期

比24.9％減少）等により、前事業年度末と比較して5億97百万円減少し、当第３四半期会計期間末の資金は、4億88百

万円となりました。

　また、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は3億42百万円（前第３四半期累計期間は1億19百

万円の獲得）となりました。

　これは主に、投資有価証券評価損32百万円、減価償却費22百万円、のれん償却費12百万円、貸倒引当金の増加額

12百万円があったものの、税引前四半期純損失2億55百万円、売上債権の増加額98百万円、たな卸資産の増加63百万

円、役員退職慰労引当金の減少29百万円等によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は2億88百万円（前第３四半期累計期間は51百万円

の獲得）となりました。

　これは主に、投資有価証券売却による収入30百万円があったものの、投資有価証券取得による支出2億98百万円等

によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は39百万円（前年同期比24.9％減少）となりまし

た。

　これは主に、配当金の支払39百万円によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

  汎用／ISDN通信ボードについては、製品そのもののライフサイクルはすでに終息状態に入っているものの、POSの買

替えに伴う商談もあり、波はあるものの底堅い需要はあります。

　インターネットプロトコル関連では、次世代の携帯端末・カーナビ、家電製品の情報端末化が具体化し始めており、

ソフト開発を中心として引き合いも多くなってきております。さらに客先のニーズをとらえ、４月に発売したSMIFA08

(商標名＝Embedded SIP：ネット上の音声データの通信と制御用の規格)や秋に発売予定のIPsec(インターネット上の

セキュリティ)を完成品に付加できる製品など、製品ラインの充実は功を奏しており、着々と業界における確固たる地

位を獲得しております。一方、これら製品をベースにしたシステムインテグレーションは経験や幅広い知識に裏づけ

された高い信頼性をテコに広く受注活動を進めてまいります。

　TCP/IPミドルウェアのトップサプライヤーの立場を堅持する方針から、利益圧迫要因ではあるものの今期も製品開

発投資は継続し、市場の展開に備えてまいります。また昨年提携いたしました株式会社シーイーシーとのコラボレー

ションに加え、本年度は株式会社図研が当社株式の27％超を保有することによる持分法適用関連会社として、さらに

同社から２名の役員を受け入れ、共同開発、技術協力、あるいは販売協力を進めてまいる所存です。

　当第３四半期の業績は、景気の悪化による売上高の減少、売上原価の増加、特別損失の計上等により、期初の計画

を大幅に下回る結果となり、誠に遺憾ながら、第４四半期でのカバーが困難な状況となり、平成21年３月期通期の売

上高は16億60百万円、営業損失は2億50百万円、経常損失は2億30百万円、当期純損失は4億円となる見込みであります。

　

４．その他

（１）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　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ10,656千円増加しております。
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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 141,693 351,915

受取手形及び売掛金 ※2  690,657 ※2  592,173

有価証券 346,417 807,031

商品及び製品 42,807 31,348

仕掛品 97,615 35,535

原材料 1,957 11,998

その他 31,272 50,640

貸倒引当金 △12,126 △100

流動資産合計 1,340,296 1,880,543

固定資産   

有形固定資産 ※1  102,874 ※1  92,522

無形固定資産 56,037 81,833

投資その他の資産   

投資有価証券 533,139 314,755

その他 54,464 48,901

貸倒引当金 △5,279 △5,279

投資その他の資産合計 582,324 358,378

固定資産合計 741,236 532,733

資産合計 2,081,532 2,413,277
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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 77,205 72,032

未払法人税等 5,396 9,531

賞与引当金 18,723 34,850

製品保証引当金 13,505 13,441

受注損失引当金 217 －

その他 130,382 67,280

流動負債合計 245,429 197,136

固定負債   

退職給付引当金 31,622 32,214

役員退職慰労引当金 23,151 52,552

その他 190 190

固定負債合計 54,964 84,956

負債合計 300,394 282,093

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金 1,031,862 1,031,862

利益剰余金 △241,271 91,918

自己株式 △99,236 △99,206

株主資本合計 1,893,389 2,226,611

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112,251 △95,427

評価・換算差額等合計 △112,251 △95,427

純資産合計 1,781,138 2,131,183

負債純資産合計 2,081,532 2,413,277
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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 ※1  1,213,181

売上原価 828,821

売上総利益 384,359

販売費及び一般管理費 ※2  580,543

営業損失（△） △196,183

営業外収益  

受取利息 272

受取配当金 200

有価証券利息 12,683

その他 2,364

営業外収益合計 15,520

営業外費用  

為替差損 373

投資事業組合運用損 1,349

営業外費用合計 1,723

経常損失（△） △182,386

特別利益  

固定資産売却益 246

投資有価証券売却益 359

特別利益合計 605

特別損失  

固定資産除却損 5,126

本社移転費用 36,638

投資有価証券評価損 32,040

特別損失合計 73,804

税引前四半期純損失（△） △255,585

法人税、住民税及び事業税 4,321

法人税等調整額 34,001

法人税等合計 38,323

四半期純損失（△） △293,909
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 ※1  423,083

売上原価 286,329

売上総利益 136,753

販売費及び一般管理費 ※2  222,926

営業損失（△） △86,172

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 110

有価証券利息 3,943

その他 448

営業外収益合計 4,514

営業外費用  

為替差損 431

営業外費用合計 431

経常損失（△） △82,089

特別損失  

固定資産除却損 5,099

本社移転費用 36,638

投資有価証券評価損 32,040

特別損失合計 73,777

税引前四半期純損失（△） △155,866

法人税、住民税及び事業税 1,440

法人税等調整額 40,600

法人税等合計 42,040

四半期純損失（△） △197,907
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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（△） △255,585

減価償却費 22,071

のれん償却額 12,545

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,026

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,126

製品保証引当金の増減額（△は減少） 64

受注損失引当金の増減額（△は減少） 217

退職給付引当金の増減額（△は減少） △592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,400

受取利息及び受取配当金 △13,155

為替差損益（△は益） 315

投資事業組合運用損益（△は益） 1,349

固定資産売却損益（△は益） △246

固定資産除却損 5,126

投資有価証券評価損益（△は益） 32,040

投資有価証券売却損益（△は益） △359

売上債権の増減額（△は増加） △98,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,498

仕入債務の増減額（△は減少） 5,172

その他 34,905

小計 △351,614

利息及び配当金の受取額 13,348

法人税等の支払額 △4,543

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,809

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 △13,371

有形固定資産の売却による収入 929

無形固定資産の取得による支出 △2,494

投資有価証券の取得による支出 △298,692

投資有価証券の売却による収入 30,453

貸付金の回収による収入 478

敷金及び保証金の差入による支出 △6,042

その他 280

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,459

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 △30

配当金の支払額 △39,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △670,836

現金及び現金同等物の期首残高 1,158,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  488,111
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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。

－ 1 －



「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 1,214,196

Ⅱ　売上原価 735,949

売上総利益 478,247

Ⅲ　販売費及び一般管理費 631,935

営業損失 153,687

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 305

有価証券利息 15,451

受取配当金 170

業務委託料 810

その他 1,871

営業外収益合計 18,608

Ⅴ　営業外費用  

投資組合投資損失 1,373

為替差損 277

その他 0

営業外費用合計 1,651

経常損失 136,730

Ⅵ　特別利益  

貸倒引当金戻入益 75,628

受取保険金 719

投資有価証券売却益 650

特別利益合計 76,998

Ⅶ　特別損失  

投資有価証券評価損 742

固定資産除却損 25

特別損失合計 767

税引前第３四半期純損失 60,500

法人税、住民税及び事業税 4,936

法人税等調整額 △1,618

法人税等合計 3,317

第３四半期純損失 63,817

－ 2 －



（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  

税引前第３四半期純損失 △60,500

減価償却費 24,819

のれん償却費 12,545

貸倒引当金の減少額 △75,628

賞与引当金の減少額 △13,643

製品保証等引当金の増加額 14,620

退職給付引当金の減少額 △1,358

役員退職慰労引当金の増加額 12,140

受取利息及び受取配当金 △15,926

投資組合投資損失 1,373

為替差損 133

受取保険金 △719

固定資産除却損 25

投資有価証券評価損 742

投資有価証券売却益 △650

売上債権の減少額 277,631

たな卸資産の増加額 △56,481

仕入債務の減少額 △61,047

その他資産の減少額 23,054

その他負債の増加額 23,867

小計 104,998

利息及び配当金の受取額 15,956

保険金受取額 719

法人税等の支払額 △1,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,821

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 △1,882

無形固定資産の取得による支出 △23,181

投資有価証券取得による支出 △100,700

投資有価証券売却による収入 101,350

長期貸付金の回収による収入 777

破産債権等の回収による収入 75,628

その他 △80

投資活動によるキャッシュ・フロー 51,911

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式取得による支出 △20

配当金の支払額 △52,247

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,268

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △133

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 119,331

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 966,508

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,085,839

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

－ 4 －



６．その他の情報

 

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）

（受注損失引当金）

　当第３四半期累計期間において、ソフトウェアの請負契

約に基づく開発中の案件に、第３四半期会計期間末以降に

損失の発生が確実に見込まれる開発案件が確認されたため、

合理的に見積もることができる損失見込額を計上しており

ます。

この結果、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失

及び税引前四半期純損失は、それぞれ 217千円増加してお

ります。

 

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
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、106,289千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、128,438千円で

あります。

※２. 四半期期末日満期手形

　　　四半期期末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決算処理をしております。なお、当第

３四半期会計期間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　13,409千円

※２. 　　　　　　　　　―――

－ 5 －



 

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）

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

給与手当 176,371千円

貸倒引当金繰入額 12,026

賞与引当金繰入額 3,816

役員退職慰労引当金繰入額 5,463

研究開発費 44,257

研修活動費 62,265

減価償却費 16,522

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

給与手当 66,904千円

貸倒引当金繰入額 12,026

役員退職慰労引当金繰入額 1,262

研究開発費 9,721

研修活動費 19,780

減価償却費 6,137

 

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）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 141,693

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券）
346,417

現金及び現金同等物 488,111

－ 6 －
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