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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(注) 21年3月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、 
   記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 9,588 ― 139 ― △318 ― △977 ―

20年3月期第3四半期 10,968 △25.2 602 △17.7 594 △12.4 311 △50.5

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 △166.69 ―

20年3月期第3四半期 52.44 52.03

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 8,588 3,706 42.9 629.20
20年3月期 10,156 4,784 47.0 805.60

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,687百万円 20年3月期  4,784百万円

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 ― 23.00 23.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 24.00 24.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 13,000 △18.9 400 △70.6 △30 ― △900 ― △153.44

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、5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) 四半期連結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（四半期連結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、5ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月24日に公表いたしました業績予想数値を今回上記の通り修正しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる 
場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「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14号）を適用しております。 
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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  5,939,000株 20年3月期  5,939,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  79,428株 20年3月期  200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,865,211株 20年3月期第3四半期  5,931,790株



当第３四半期におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響による事業環境の悪化に加え、雇用悪化や個人消費の

冷え込みが顕著になり景気が急速に後退しました。 

こうした経済環境の悪化は、顧客企業の設備投資・経費予算の見直しを招いており、当社業績面においても売上高

が前年同期比で減少しました。 

ＩＴセキュリティ関連のビジネスは景気に余り影響を受けない分野に属しますが顧客ニーズが物品購入から月額サ

ービス利用へシフトしている影響もあって、自社開発セキュリティ製品の売上高も伸び悩みました。 

業績に影響を与える営業活動以外の要因としては、第３四半期における急激な円高進行により、当社が運用目的で

保有しているユーロ円建て債券の時価評価で複合金融商品評価損405百万円の営業外費用が発生しました。 

この結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は9,588百万円（前年同期比12.6％減）、連結営業利益は139百万円

（前年同期比76.9％減）、連結経常損失は318百万円（前年同期は経常利益594百万円）、連結四半期純損失は977百

万円（前年同期は四半期純利益311百万円）という結果となりました。 

  

各売上区分での営業活動の状況は次の通りです。 

  

(1) ＩＴセキュリティ・ソリューション 

当第３四半期の「ＩＴセキュリティ・ソリューション」の連結売上高は3,186百万円（前年同期比5.7％減）となり

ました。 

自社開発のＩＴセキュリティ製品が主軸のビジネスですが、新製品の一つが発売遅れになっていることも売上高に

影響しました。しかしながら個人情報保護や内部統制システム強化のためのセキュリティ対策需要は依然として底堅

く、当社は今後も、より利便性の高い新製品を開発し、市場に投入してまいります。 

  

(2) コンテンツ配信ソリューション 

当第３四半期の「コンテンツ配信ソリューション」の連結売上高は1,623百万円（前年同期比15.3％減）となりま

した。大型設備案件の減少から売上高が前年比で減少しているものの、集合住宅向けのデジタルコンテンツ配信シス

テムの構築・運用を基幹として継続しながら、デジタルサイネージ（屋外や店頭、駅などの場所において電子看板・

ディスプレイなどの表示機器を使って情報を発信する仕組み）やポイントサービスなど非接触ＩＣカード関連の新サ

ービス事業に積極的に取り組みました。 

  

(3) ネットワーク構築及び組み込みシステム 

当第３四半期の「ネットワーク構築及び組み込みシステム」の連結売上高は2,077百万円（前年同期比11.0%増）と

なりました。 

企業ネットワークの仮想化や高速・大容量化などのＩＴシステム高度化需要に対応すべく、取り組みました。 

組み込みシステムでは、ＦＰＧＡを応用した高速データ処理エンジン基板、アナログＡＳＳＰ技術（センサー） 

の開発に注力しました。 

  

(4) その他ネットワーク機器 

サーバー、ルーター、スイッチといったＬＡＮ、ＷＡＮのインフラ製品は一層コモディティ化が進み、利益確 

保が困難になっています。そこで私どもは採算性の低いプロジェクトを意識的に絞り込み、特異性のあるネット機

器のみを扱う方針で取り組んできました。 

この結果、当製品分野の当四半期連結売上高は2,700百万円（前年同期比28.9％減）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 



各製品分野における連結売上高をまとめると、次の通りであります。 

表中における「付加価値ビジネス合計」は、当社に蓄積されたノウハウを生かしたビジネスであり、今後も戦略的

に注力していきたい分野と位置付けております。 

  

※ 当連結会計年度より「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３四半期連結累

計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため前年同期比

較に関する情報は参考として記載しております。 

  

  

  

    前年度第３四半期累計 当年度第３四半期累計 対前年 

増減率 

（％） 
    売上高

（百万円） 
構成比
（％） 

売上高
（百万円） 

構成比 
（％） 

  ＩＴセキュリティ・ソリューション 3,378 30.8 3,186 32.9 △5.7

  コンテンツ配信ソリューション 2,117 19.3 1,623 16.8 △15.3

  ネットワーク構築及び組み込みシステム 1,872 17.1 2,077 23.0 +11.0

付加価値ビジネス合計 7,368 67.1 6,887 72.7 △3.9

その他ネットワーク機器 3,599 32.8 2,700 27.3 △28.9

合計 10,968 100.0 9,588 100.0 △12.6

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の資産合計は、前年度末比3,051百万円減少し、8,588百万円となりました。 

流動資産は、前度末に比べ2,260百万円減少し、6,033百万円となりました、これは主に受取手形及び売掛金の減

少によるものです。 

固定資産は、前年度末に比べ782百万円減少し、2,541百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価減に

伴う減少によるものです。 

流動負債は、前年度末に比べ1,949百万円減少し、4,300百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の

減少と、短期借入金の返済によるものです。 

固定負債は、前年度末に比べ31百万円増加し、581百万円となりました。これは主に退職給付引当金の増加による

ものです。 

純資産は、前年度末に比べ1,132百万円減少し、3,706百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少による

ものです。 

当第３四半期末の自己資本比率は42.9%（前連結会計年度末比1.3ポイント減）、１株当たり純資産額は629円20銭

（前度末比194円14銭減）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ24百万円増

加し、845百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で869百万円の収入となりました。主なプラス要因は、売上債権

の減少2,593百万円、現金支出を伴わない費用・損失項目としての投資有価証券評価損485百万円、複合金融商品評

価損405百万等です。主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失は839百万円、仕入債務の減少1,246百万円、

法人税等の支払額444百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産、無形固定資産の取得等により、合計で303百万円の支

出となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、合計で541百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、短期借

入金の減少400百万円、配当金の支払額134百万円です。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、昨夏以降の景気後退による企業の設備投資意欲の急激な冷え込みと、自社のソフトウェア開発や新規事業

のための費用増加を要因に、昨年10月24日付で平成21年３月期連結業績予想の修正を行いました。 

しかしながら、その後も続く経済環境の悪化は先行きに対する不確実性をますます高めており、当社の営業活動の

現場においても受注案件の先送りがあるなど、当期の業績に与える影響は前回予想よりも大きく、当社業績も厳しく

なる見込です。 

こうした理由から、本日付（平成21年2月13日）で、下記の通り通期連結業績予想を再度修正いたしました。 

(1) 売上高の見通し 

前述の通り、本年度の企業業績が各社厳しい見通しの中、特に当社の主要顧客層において設備投資抑制の動きが

顕著になっており、売上高の減少を見込んでおります。 

(2) 利益の見通し 

売上の減少による営業利益の悪化に加え、第３四半期に損失を計上した為替変動による複合金融商品評価損405百

万円も、円高基調が続く現在においては時価が回復する見込みは乏しく、経常利益は30百万円の損失となる見通しで

す。また第３四半期累計期間の投資有価証券評価損485百万円及び法人税等を考慮し、当期純利益は900百万円の損失

となる見通しです。 

  

  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 百万円

前回発表予想(A) 15,000 1,200 1,200 200 34.09円

今回修正予想(B) 13,000 400 △30 △900 △153.44円

増減額(B)-(A) △2,000 △800 △1,230 △1,100 －

増減率(％) △13.3 △66.7 － － －

前期実績(平成20年３月期) 16,020 1,361 930 476 80.38円



該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

③ 経過勘定項目の算定方法 

 固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で

計上する方法によっております。 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一次差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

  

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結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 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 845,614 821,531

受取手形及び売掛金 2,433,595 5,029,401

商品及び製品 1,602,136 1,765,148

仕掛品 452,611 178,794

原材料及び貯蔵品 45,022 23,246

その他 702,907 527,016

貸倒引当金 △48,202 △50,840

流動資産合計 6,033,685 8,294,298

固定資産   

有形固定資産 372,378 398,477

無形固定資産 259,149 59,380

投資その他の資産   

投資有価証券 1,005,611 1,911,650

その他 1,215,169 1,262,805

貸倒引当金 △310,794 △308,666

投資その他の資産合計 1,909,986 2,865,790

固定資産合計 2,541,514 3,323,648

繰延資産 13,621 22,377

資産合計 8,588,820 11,640,325

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 989,960 2,209,017

短期借入金 1,651,200 2,050,000

未払法人税等 399 337,398

前受収益 896,493 819,829

賞与引当金 165,978 316,060

役員賞与引当金 － 5,000

その他 596,661 513,279

流動負債合計 4,300,692 6,250,584

固定負債   

退職給付引当金 481,036 466,393

その他 100,735 84,022

固定負債合計 581,771 550,415

負債合計 4,882,464 6,801,000



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,326,500 1,326,500

資本剰余金 1,247,627 1,247,627

利益剰余金 1,196,636 2,296,218

自己株式 △93,905 △89,859

株主資本合計 3,676,859 4,780,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,095 3,820

繰延ヘッジ損益 △2,620 △6,194

為替換算調整勘定 33,714 52,092

評価・換算差額等合計 9,998 49,718

新株予約権 18,463 9,120

少数株主持分 1,035 －

純資産合計 3,706,356 4,839,324

負債純資産合計 8,588,820 11,640,325



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 9,588,468

売上原価 6,670,449

売上総利益 2,918,019

販売費及び一般管理費 2,778,672

営業利益 139,346

営業外収益  

受取利息 1,348

受取配当金 595

持分法による投資利益 8,111

その他 3,750

営業外収益合計 13,805

営業外費用  

支払利息 13,530

通貨オプション評価損 28,083

複合金融商品評価損 405,000

為替差損 16,951

その他 8,096

営業外費用合計 471,662

経常損失（△） △318,510

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,321

特別利益合計 8,321

特別損失  

投資有価証券評価損 485,868

その他 43,294

特別損失合計 529,163

税金等調整前四半期純損失（△） △839,351

法人税、住民税及び事業税 55,000

法人税等調整額 83,370

法人税等合計 138,370

四半期純損失（△） △977,721



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,106,548

売上原価 2,033,589

売上総利益 1,072,959

販売費及び一般管理費 952,637

営業利益 120,321

営業外収益  

受取利息 524

受取配当金 175

持分法による投資利益 4,356

その他 7,638

営業外収益合計 12,694

営業外費用  

支払利息 3,134

通貨オプション評価損 81,038

複合金融商品評価損 476,850

為替差損 6,122

営業外費用合計 567,146

経常損失（△） △434,130

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,391

特別利益合計 4,391

特別損失  

投資有価証券評価損 25,190

その他 9,320

特別損失合計 34,511

税金等調整前四半期純損失（△） △464,250

法人税、住民税及び事業税 50,000

法人税等調整額 21,600

法人税等合計 71,600

四半期純損失（△） △535,850



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △839,351

減価償却費 124,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） △509

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,642

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,082

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

受取利息及び受取配当金 △1,943

支払利息 13,530

為替差損益（△は益） 5,906

持分法による投資損益（△は益） △8,111

投資有価証券評価損益（△は益） 485,868

複合金融商品評価損 405,000

通貨オプション評価損 28,083

売上債権の増減額（△は増加） 2,593,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,466

仕入債務の増減額（△は減少） △1,246,077

前受収益の増減額（△は減少） 76,664

その他 △37,748

小計 1,324,709

利息及び配当金の受取額 1,440

利息の支払額 △11,665

法人税等の支払額 △444,639

営業活動によるキャッシュ・フロー 869,845

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 △101,210

無形固定資産の取得による支出 △146,065

投資有価証券の取得による支出 △58,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

14,183

その他 △12,564

投資活動によるキャッシュ・フロー △303,655

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） △400,000

配当金の支払額 △134,930

その他 △7,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △541,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,082

現金及び現金同等物の期首残高 821,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 845,614



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当連結グループは、同一セグメントに属するコンピュータシステム事業の商品販売及びサービスを行ってお

り、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

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

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

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

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年4月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  10,968,207

Ⅱ 売上原価  7,806,297

売上総利益  3,161,909

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,559,193

営業利益  602,716

Ⅳ 営業外収益  135,236

Ⅴ 営業外費用  143,790

経常利益  594,163

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  132,161

税金等調整前四半期純利益  462,002

税金費用  150,628

四半期純利益  311,073



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利益  462,002

減価償却費  116,335

引当金の増加額(△減少額) △62,197

受取利息及び受取配当金 △113,902

支払利息  28,274

為替差損益  3,706

持分法による投資損失(△投資利益) △621

投資有価証券評価損  129,607

複合金融商品評価損  83,400

売上債権の減少額  227,738

たな卸資産の減少額(△増加額） △238,007

仕入債務の増加額  204,112

その他流動資産の減少額(△増加額） △173,957

その他流動負債の増加額(△減少額) △177,791

その他 △23,370

小計  465,329

利息及び配当金の受取額  77,233

利息の支払額 △21,342

法人税等の支払額 △204,213

営業活動によるキャッシュ・フロー  317,006

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形・無形固定資産の取得による支出 △68,654

投資有価証券の取得による支出 △592,109

投資有価証券の売却による収入  200,250

短期貸付金の純増減額  1,047

その他  54,282

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,183

Ⅲ 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 △220,000

株式の発行による収入  12,500

配当金の支払額 △129,470

その他 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,247

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  36

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △425,388

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  776,078

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  350,690
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