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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 1,409 ― △258 ― △270 ― △276 ―

20年3月期第3四半期 1,514 △27.2 △280 ― △271 ― △274 ―

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 △21,777.89 ―

20年3月期第3四半期 △21,624.64 ―

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 3,783 3,425 90.5 270,069.36
20年3月期 4,160 3,717 89.4 293,164.77

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,425百万円 20年3月期  3,717百万円

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 2,490 8.5 △192 ― △192 ― △198 ― △15,612.68

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  13,588株 20年3月期  13,588株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  906株 20年3月期  906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  12,682株 20年3月期第3四半期  12,682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．上記の業績予想は、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成20年11月7日付）において公表しました内容から変更しておりません。 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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３四半期におけるわが国の経済は、企業収益が大幅に減少し、設備投資が減少し、景気は急速に悪化しまし

た。先行きについては、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の下振れの影響を受け、生産と輸出が大幅に落ち込

むなど、景気は一層悪化するものと懸念されます。 

当社の主要な販売品目である国内サーバ市場においては、上記の景気動向により出荷金額及び出荷台数がマイナ

ス成長に転化しており、厳しい状況が続くものと考えられます。 

このような環境において、当社は、自社製品に注力する営業方針のもと活動を行い、当第３四半期累計期間にお

ける売上高は1,409百万円（前年同期比104百万円・6.9％減少）と前年同期に比べ減少したものの、売上総利益率

が向上し、売上総利益は前年同期並となりました。販売費及び一般管理費は、全般的に抑制努力を継続し前年同期

に比べ減少しました。また、当社が出資している投資事業有限責任組合の持分損失22百万円を営業外費用に計上し

ました。この結果、営業損失は258百万円（前年同期は営業損失280百万円）、経常損失は270百万円（前年同期は

経常損失271百万円）、四半期純損失は276百万円（前年同期は四半期純損失274百万円）となりました。 

品目別の売上高動向につきましては、次のとおりであります。 

  

（ＰＢコンピュータ） 

マイクロサーバについては、市場を切り開き収益の柱に成長させるべく注力し、通信事業者をはじめシステムイ

ンテグレータ企業への通信品質管理、セキュリティ監視などの用途に向けての販売に努め、売上高は堅調に推移し

ました。サーバ及びストレージについては、サーバは主要顧客層である通信事業者からの大口受注があるなど受注

状況は順調に推移しておりますが一部の受注については出荷が第４四半期となるため、またストレージは大口出荷

が減少したため、前年同期と比べ売上高は減少しました。この結果、ＰＢコンピュータ全体では売上高は減少し、

647百万円（前年同期比75百万円・10.4％減少）となりました。 

  

（コンピュータ関連商品） 

注力商品（自社製品と補完関係にあり相乗効果が期待できる他社商品）については、大口の受注案件があったこ

とにより売上高が前年同期に比べ増加しました。一方、一般商品については個人顧客の減少のため、自社開発商品

については流通業者への出荷の減少のため、売上高は前年同期に比べ減少しました。この結果、コンピュータ関連

商品全体では売上高は652百万円（前年同期比56百万円・8.0％減少）となりました。 

  

（サービス・その他） 

顧客に納入したＰＢコンピュータへの保守サービス及びシステム受注によるサービス売上の増加により、売上高

は大幅に増加しました。この結果、売上高は、109百万円（前年同期比27百万円・33.0％増加）となりました。 

  

（注）前年同期との増減額及び増減率は参考値として記載しております。 

  

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、前事業年度末に比べ701百万

円減少し、1,490百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前四半期純損失273百万円の計上や仕入債務の減少による支出139百万円、第４四半期の大口出荷のために先

行して原材料を調達したことなどに伴うたな卸資産の増加による支出53百万円等の支出要因のほか、売上債権の減

少による収入213百万円及び役員弔慰金の未払計上などによる未払金の増加53百万円等の収入要因がありました結

果、営業活動に使用した資金は209百万円となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金の純増加による支出500百万円、投資事業有限責任組合からの分配金による収入12百万円等により、投

資活動により使用した資金は491百万円となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増減はありませんでした。   

  

  

国内サーバ市場においては、限られた市場をめぐり価格をはじめとする激しい競争が予想される上に、景気の悪

化により、一層の厳しい状況が続くものと思われます。当社は自社製品の販売を拡大する営業方針を継続し、年度

末の需要期に向けて営業を強化してまいります。 

マイクロサーバについては、通信事業者の通信品質監視をはじめさまざまな用途に向けた市場が立ち上がりつつ

あり、販売の好調をさらに継続すべく売上の拡大を図ります。サーバについては、通信事業者向けの大口受注が第

４四半期の売上に貢献する見込みであり、また、順調に推移しておりますネットワークシステムの設定やＰＢコン

ピュータ等の保守などのサービス分野も引き続き強化してまいります。 

平成20年11月７日の第２四半期決算発表時に公表いたしました平成21年３月期の業績予想に変更はありません。

  

   

該当事項はありません。   

  

３．業績予想に関する定性的情報 

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、移動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、移動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。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  



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 2,990,293 3,192,254

売掛金 201,339 414,384

商品及び製品 85,530 87,436

原材料 78,350 22,599

その他 82,831 44,333

貸倒引当金 △302 △621

流動資産合計 3,438,043 3,760,388

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 213,610 268,067

その他 132,101 132,410

投資その他の資産合計 345,712 400,478

固定資産合計 345,712 400,478

資産合計 3,783,755 4,160,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 180,406 320,260

未払法人税等 5,984 12,257

賞与引当金 10,996 19,789

その他 147,502 75,744

流動負債合計 344,888 428,052

固定負債   

退職給付引当金 13,847 11,741

その他 － 3,157

固定負債合計 13,847 14,898

負債合計 358,735 442,951

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,414,700 2,414,700

資本剰余金 5,566,781 5,566,781

利益剰余金 △4,386,023 △4,109,836

自己株式 △158,329 △158,329

株主資本合計 3,437,127 3,713,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,108 4,600

評価・換算差額等合計 △12,108 4,600

純資産合計 3,425,019 3,717,915

負債純資産合計 3,783,755 4,160,866



（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 1,409,545

売上原価 1,011,633

売上総利益 397,912

販売費及び一般管理費 656,741

営業損失（△） △258,829

営業外収益  

受取利息 7,297

為替差益 1,911

その他 904

営業外収益合計 10,112

営業外費用  

投資事業組合運用損 22,252

その他 0

営業外費用合計 22,252

経常損失（△） △270,969

特別利益  

貸倒引当金戻入額 319

受取保険金 55,000

特別利益合計 55,319

特別損失  

減損損失 2,379

役員弔慰金 55,000

特別損失合計 57,379

税引前四半期純損失（△） △273,029

法人税等 3,157

四半期純損失（△） △276,187



（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（△） △273,029

減損損失 2,379

受取利息及び受取配当金 △7,437

受取保険金 △55,000

売上債権の増減額（△は増加） 213,045

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,844

仕入債務の増減額（△は減少） △139,853

未払金の増減額（△は減少） 53,990

その他 △8,509

小計 △268,259

利息及び配当金の受取額 8,766

保険金の受取額 55,000

法人税等の支払額 △5,465

営業活動によるキャッシュ・フロー △209,958

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 △2,500,000

定期預金の払戻による収入 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △3,809

投資事業組合からの分配による収入 12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △491,809

現金及び現金同等物に係る換算差額 △192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △701,961

現金及び現金同等物の期首残高 2,192,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,490,293



 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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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  1,514,074

Ⅱ 売上原価  1,115,751

売上総利益  398,323

Ⅲ 販売費及び一般管理費  678,924

営業損失  280,600

Ⅳ 営業外収益  9,427

Ⅴ 営業外費用  250

経常損失  271,423

Ⅵ 特別利益  377

Ⅶ 特別損失  39

税引前四半期純損失  271,086

法人税、住民税及び事業税  3,157

四半期純損失  274,243

    



（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  271,086

減価償却費  21,253

貸倒引当金の増減額  △377

賞与引当金の増減額  △6,887

退職給付引当金の増減額  2,036

受取利息及び受取配当金  △6,651

為替差損益  63

売上債権の増減額  250,886

たな卸資産の増減額  △33,387

仕入債務の増減額  △364,244

その他  9,714

小計  △398,679

利息及び配当金の受取額  7,958

法人税等の支払額  △3,130

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △393,850

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 

 △1,000,000

定期預金の払戻による収
入 

 1,000,000

関係会社株式の取得によ
る支出 

 △3,668

投資事業組合からの分配
金による収入 

 17,400

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △4,582

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △10,448

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,299

Ⅲ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △63

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

 395,213

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,615,068

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 2,219,854
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