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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 519 △13.6 △65 ― △60 ― △60 ―

21年3月期第1四半期 601 △5.1 △123 ― △119 ― △122 ―

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

22年3月期第1四半期 △392.54 ―

21年3月期第1四半期 △797.18 ―

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

22年3月期第1四半期 2,755 1,504 54.2 9,702.79
21年3月期 2,858 1,553 53.9 10,023.72

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,492百万円 21年3月期  1,541百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,300 △9.8 △30 ― △30 ― △33 ― △214.56

通期 3,000 △0.2 100 315.4 96 297.7 94 463.9 611.18



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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 156,800株 21年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,000株 21年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 153,800株 21年3月期第1四半期 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 

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。 



 当第１四半期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金融危機が世界的な実体経済に影

響を及ぼす中、不景況感は日を追う毎に強くなりました。また、円高や株価下落等の要因は多少改善されたものの、

製造業をはじめとする一般企業の設備投資等は引き続き停滞しており、依然として先行き不透明感が続いておりま

す。 

 このような市場環境の下、当社は、新３ヵ年中期経営計画の２年目「飛躍への準備」として、社員全員による現場

主義で顧客第一を着実に実行することで、顧客のビジネス視点に立ち、顧客へ新たな価値を提供するビジネスに、よ

り一層フォーカスした営業活動を推進してまいります。 

 既存商品については、前期より引き続き、次世代移動体通信サービス（WiMAX,Femtocell）の構築プロジェクト案

件など、AAA認証サーバ製品の受注が堅調に推移しており、同製品による認証基盤を導入した次世代移動体通信サー

ビスが本稼動しました。また、IPアドレスマネジメント製品による一般企業向けネットワーク構築案件の受注も堅調

に推移しており、当社の強みを発揮した開発および構築業務の実績も着実に積み上げております。 

 新規商品については、ビデオ会議システムを採用した大手製造業の大規模ネットワーク構築案件や、仮想化環境で

の障害分析ツールを採用した大手データセンタのマネジメントシステム構築案件など、受注が堅調に推移しておりま

すが、受注時期が第２四半期以降に延びたことにより、その結果、当第１四半期は、売上高519百万円（前年同期比

13.6％減）となりました。 

 利益面におきましては、前期より継続的に取り組んでいる生産性の向上とコスト削減としての「フリーアドレスス

タイル導入でのオフィススペース削減」、「業務改善による労務費削減」、「リース資産の見直し」等により、営業

損失65百万円（前年同期は123百万円の損失）、経常損失60百万円（前年同期は119百万円の損失）、四半期純損失は

60百万円（前年同期は122百万円の損失）となりました。 

 当第１四半期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105百万円（前年同期比38.4％減）、

プロダクトセールス事業（エンタープライズ部門）の売上高は52百万円（前年同期比46.4％減）、インテグレーショ

ンサービス事業の売上高は95百万円（前年同期比0.9％減）、サポート&サービス事業の売上高は266百万円（前年同

期比12.6％増）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、ブロードバンド市場向けのサービス加入者

向けインターネット接続ソフトウェアは、大手通信事業者では市場の一巡化により販売が減少するも、電力系ブロー

ドサービスプロバイダ各社からの予定通りの受注を獲得し、納入となりました。 

 金融系およびモバイル系サービス事業者でのサービス需要の拡大に向けて、アプリケーションマネジメント製品

は、国内証券会社のネットワークサービスマネジメント構築案件に採用され、納入となりました。 

 当事業のエンタープライズ部門では、前期より製造業を中心にIT設備投資等は引き続き停滞しておりますが、一般

企業向けIPアドレスマネジメントのネットワーク構築案件の受注は堅調に推移しております。 

 インテグレーションサービス事業では、一般企業向け社内ネットワークの認証基盤構築や団体企業向けインターネ

ット基盤構築案件の他に、大手インターネットサービスプロバイダのセキュリティ基盤に不正侵入防御製品が採用さ

れ、納入となりました。 

 サポート&サービス事業では、前期より引き続き保守契約は堅調に推移し、当社が納入したネットワークおよび付

帯機器の保守業務を行うと共に、ネットワークの増強・機能拡張・更新等についてプロフェッショナルサービスを提

供しております。 

  

 当第１四半期末の流動資産は、2,303百万円（前事業年度末は2,324百万円）となり21百万円減少いたしました。長

期性預金100百万円を流動資産へ振替えたこと等による現金及び預金の増加（1,305百万円から1,483百万円へ178百万

円増加）、回収等による売上債権の減少（565百万円から368百万円へ196百万円減少）等が主な要因であります。 

 当第１四半期末の固定資産は、452百万円（前事業年度末は533百万円）となり81百万円減少いたしました。長期性

預金の流動資産への振替100百万円が主な要因であります。 

 当第１四半期末の流動負債は、1,214百万円（前事業年度末は1,271百万円）となり57百万円減少いたしました。支

払等による仕入債務の減少（263百万円から149百万円へ113百万円減少）、返済による短期借入金の減少（500百万円

から460百万円へ39百万円減少）、保守契約の更新時期等の関係による前受金の増加（382百万円から460百万円へ77

百万円増加）、支給対象期間の関係による賞与引当金の増加（35百万円から63百万円へ27百万円増加）等が主な要因

であります。 

 当第１四半期末の固定負債は、36百万円（前事業年度末は32百万円）となり３百万円減少いたしました。特筆すべ

き増減はありません。 

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



 当第１四半期末の純資産は、1,504百万円（前事業年度末は1,553百万円）となり49百万円減少いたしました。四半

期純損失の計上による利益剰余金の減少（16百万円から△43百万円へ60百万円減少）、株価上昇によるその他有価証

券評価差額金の増加（△７百万円から３百万円へ11百万円増加）が主な要因であります。 

 平成21年５月15日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 該当事項はありません。 

  

 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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,483,989 1,305,321

受取手形及び売掛金 368,647 565,635

有価証券 13,269 13,579

商品 171,303 176,664

仕掛品 1,995 899

前渡金 234,720 211,730

その他 30,576 52,781

貸倒引当金 △1,204 △1,826

流動資産合計 2,303,298 2,324,786

固定資産   

有形固定資産 84,236 85,627

無形固定資産 19,924 20,783

投資その他の資産 347,944 427,397

固定資産合計 452,104 533,808

資産合計 2,755,403 2,858,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 149,808 263,090

短期借入金 460,100 500,000

未払法人税等 2,645 7,203

賞与引当金 63,073 35,641

役員賞与引当金 7,500 －

前受金 460,148 382,161

その他 71,259 83,856

流動負債合計 1,214,536 1,271,953

固定負債   

その他 36,469 32,829

固定負債合計 36,469 32,829

負債合計 1,251,005 1,304,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △43,702 16,670

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,488,634 1,549,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,653 △7,359

評価・換算差額等合計 3,653 △7,359

新株予約権 12,109 12,164

純資産合計 1,504,398 1,553,812

負債純資産合計 2,755,403 2,858,595



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 601,385 519,619

売上原価 449,831 340,198

売上総利益 151,554 179,420

販売費及び一般管理費 275,542 244,756

営業損失（△） △123,987 △65,335

営業外収益   

受取利息 425 493

為替差益 － 4,399

デリバティブ評価益 14,217 －

受取保険金 － 2,360

その他 537 44

営業外収益合計 15,181 7,297

営業外費用   

支払利息 1,737 2,065

為替差損 9,003 －

その他 69 －

営業外費用合計 10,809 2,065

経常損失（△） △119,616 △60,104

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 621

新株予約権戻入益 － 54

特別利益合計 － 676

特別損失   

固定資産除却損 2,044 －

特別損失合計 2,044 －

税引前四半期純損失（△） △121,660 △59,428

法人税、住民税及び事業税 945 945

法人税等合計 945 945

四半期純損失（△） △122,605 △60,373



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △121,660 △59,428

減価償却費 6,318 9,417

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,803 27,432

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000 7,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,551 △621

受取利息及び受取配当金 △425 △491

支払利息 1,737 2,065

売上債権の増減額（△は増加） 230,062 196,988

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,441 2,528

仕入債務の増減額（△は減少） △157,489 △113,281

その他 170,937 62,870

小計 179,173 134,977

利息及び配当金の受取額 347 341

利息の支払額 △1,371 △1,986

法人税等の支払額 △3,780 △3,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 174,369 129,552

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 △14,156 △14,165

定期預金の払戻による収入 5,050 9,061

有形固定資産の取得による支出 △4,905 △4,710

無形固定資産の取得による支出 △550 △720

投資有価証券の取得による支出 △300 △2,907

その他 3,238 △485

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,622 △13,927

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） △144,900 △39,900

配当金の支払額 △17 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,917 △42,060

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） 17,829 73,564

現金及び現金同等物の期首残高 737,605 970,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,434 1,044,019



 該当事項はありません。 

  

 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
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