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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 2,703 △9.6 △9 ― △34 ― △65 ―

21年3月期第1四半期 2,992 ― △255 ― 46 ― △384 ―

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 △13.25 ―

21年3月期第1四半期 △65.56 ―

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 8,635 3,224 37.1 648.67
21年3月期 9,163 3,396 36.8 684.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,201百万円 21年3月期  3,376百万円

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 ― 24.00 24.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

5,700 △12.1 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 14,200 4.4 1,100 124.7 1,100 ― 650 ― 131.72



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） 

(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 

本資料に記載されている業績予想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、今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 5,939,000株 21年3月期  5,939,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,004,228株 21年3月期  1,004,228株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,934,772株 21年3月期第1四半期 5,866,541株



(1) 業績の状況 

 当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の悪化や低調な個人消費など、依然として厳しい状況が続きました

が、一方で在庫調整の進展などによる一部の製造業における生産下げ止まりや、株式市場の回復などの兆しも見られ

ました。 

 当社業績面では、官公庁・自治体や企業における情報漏えい対策やアクセス管理強化のニーズは依然として底堅

く、自社開発製品を中心とするＩＴセキュリティ製品や仮想化関連のネットワーク構築案件の売上が堅調に推移しま

した。その一方で、コンテンツ配信サービスとネットワーク機器の売上高は大幅に減少し、全体の連結売上高は前年

比で減少しました。 

 利益面については、当社事業の特徴として売上が年度末の３月に集中し、営業利益が第４四半期に偏る傾向がある

ことから、当第１四半期も若干の営業損失を計上しましたが、前年同期比では大幅な改善となりました。 

 また、業績に影響のある営業活動以外の要因としては、円高の進展に伴うユーロ円債評価損13百万円および投資有

価証券評価損50百万円を計上しました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高が2,703百万円（前年同四半期比9.6％減）、営業損失は9百万円

（前年同期比246百万円の改善）、経常損失は34百万円（前年同期比81百万円の悪化）、四半期純損失は65百万円

（前年同期比319百万円の改善）となりました。 

   

  当社グループの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996百万円（前年同四半期比1.9％増）とな

りました。 

 個人情報の漏えい事故や情報セキュリティに関するトラブルは未だに後を絶たず、情報セキュリティのガバナ

ンス強化や技術面からの情報コントロール解決策として、弊社の自社開発セキュリティ製品が多く採用されるな

ど、セキュリティ・ソリューションの販売は堅調に推移しました。 

② コンテンツ配信ソリューション 

 当四半期の「コンテンツ配信ソリューション」の連結売上高は512百万円（前年同四半期比13.9％減）となりま

した。 

 集合住宅向けデジタルコンテンツ配信システムの構築案件の減少により、売上高が減少しました。 

③ ネットワーク構築及び組み込みシステム 

 当四半期の「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569百万円（前年同四半期比3.7％増）

となりました。 

  シンクライアントや仮想化ニーズの高まりを背景とする高度なＩＴネットワークシステムの提案や構築需要に

も積極的に取り組みました。 

④ その他ネットワーク機器 

 当四半期の「その他ネットワーク機器」の連結売上高は624百万円（前年同四半期比28.1％減）となりました。

 デジタルコンテンツ配信システム用のネットワーク機器の需要減や、以前より取り組んでいる企業向けＩＴネ

ットワーク機器販売の選別受注を推進したことにより、売上高は前年比で大幅に減少しました。 

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。 

  

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

   当第１四半期末の連結総資産残高は、前年度末比528百万円減少し、8,635百万円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ578百万円減少し、5,759百万円となりました、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54百万円増加し、2,868百万円となりました。これは主にソフトウェア仮勘定の増加

によるものです。 

  繰延資産は、前年度末に比べて2百万円減少し、7百万円となりました。これは、株式交付費の償却が行われたこ

とによるものです。 

  流動負債は、前年度末に比べ334百万円千円減少し、4,905百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金

の減少によるものです。 

 固定負債は、前年度末に比べ21百万円減少し、505百万円となり、大きな変動はありませんでした。 

 純資産は、前年度末に比べ172百万円減少し、3,224百万円となりました。これは主に配当金の支払及び利益剰余

金の減少によるものです。 

 当第１四半期末の連結自己資本比率は37.1%（前連結会計年度末比0.2ポイント増）、１株当たり連結純資産額は

648円67銭（前度末比35円51銭減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期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1,005百万円

増加し、第１四半期連結会計期間末には2,016百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と、それらの主な要因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） 

 収入の主な内訳として、売上債権が1,486万円の減少、前受収益の増加315百万円等があり、一方で支出の主な内

訳として仕入債務の減少587百万円、賞与引当金の減少116百万円等により、1,089万円の資金獲得（前年同四半期比

11.4％増）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産、無形固定資産の取得等により、163百万円の資金支出（前年同四半期比19.1％増）となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の増加200百万円,配当金の支払118百万円等により、80百万円の資金獲得（前年同四半期比は686百万

円の支出）となりました。 

  

  

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

  

  

区分 

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期 

  売上高 構成比 売上高 構成比 増減率 

  （千円） (％) （千円） (％) (％) 

  ＩＴセキュリティ・ソリューション  978,252  32.7  996,699  36.9  1.9

  コンテンツ配信ソリューソン  594,955  19.9  512,410  19.0  △13.9

  ネットワーク構築及び組み込みシステム  549,453  18.4  569,691  21.0  3.7

  付加価値ビジネス合計  2,122,702  70.9  2,078,802  76.9  △2.1

  その他ネットワーク機器  869,448  29.1  624,839  23.1  △28.1

  合計  2,992,150  100.0  2,703,641  100.0  △9.6

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

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１四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 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸を

基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

③ 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。 

④ 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。 

⑤ 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、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、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り算定しております。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェア及び請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており

ましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適

用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。 

これによる損益への影響はありません。  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,016,470 1,010,541

受取手形及び売掛金 1,447,444 2,936,474

商品及び製品 1,420,687 1,580,222

仕掛品 14,688 27,165

原材料及び貯蔵品 55,962 48,917

繰延税金資産 263,000 244,787

その他 584,413 533,481

貸倒引当金 △43,532 △43,471

流動資産合計 5,759,133 6,338,119

固定資産   

有形固定資産 318,450 334,664

無形固定資産 761,543 648,588

投資その他の資産   

投資有価証券 795,186 828,396

差入保証金 568,984 575,986

繰延税金資産 315,335 315,000

その他 205,391 208,360

貸倒引当金 △96,583 △96,708

投資その他の資産合計 1,788,313 1,831,034

固定資産合計 2,868,307 2,814,286

繰延資産   

株式交付費 7,783 10,702

繰延資産合計 7,783 10,702

資産合計 8,635,225 9,163,108

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 770,130 1,359,328

短期借入金 2,050,000 1,850,000

未払金 252,215 372,269

未払法人税等 17,570 251,414

前受収益 1,292,925 977,633

賞与引当金 114,793 231,230

その他 407,770 197,550

流動負債合計 4,905,405 5,239,427

固定負債   

退職給付引当金 485,150 481,187

その他 20,094 45,784

固定負債合計 505,244 526,971



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債合計 5,410,649 5,766,398

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 1,116,861 1,300,515

自己株式 △514,310 △514,310

株主資本合計 3,176,677 3,360,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,623 △495

繰延ヘッジ損益 △678 826

為替換算調整勘定 14,421 15,631

評価・換算差額等合計 24,366 15,961

新株予約権 23,531 20,416

純資産合計 3,224,575 3,396,710

負債純資産合計 8,635,225 9,163,108



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,992,150 2,703,641

売上原価 2,325,018 1,806,580

売上総利益 667,131 897,060

販売費及び一般管理費 922,615 906,350

営業損失（△） △255,483 △9,289

営業外収益   

受取利息 322 488

受取配当金 420 834

通貨オプション評価益 74,368 6,109

複合金融商品評価益 241,350 －

持分法による投資利益 13,457 632

その他 3,398 3,964

営業外収益合計 333,316 12,028

営業外費用   

支払利息 7,817 3,340

複合金融商品評価損 － 13,350

為替差損 15,376 15,639

その他 8,085 4,893

営業外費用合計 31,279 37,223

経常利益又は経常損失（△） 46,553 △34,484

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,482 4,299

特別利益合計 4,482 4,299

特別損失   

投資有価証券評価損 460,677 50,249

その他 31,243 －

特別損失合計 491,921 50,249

税金等調整前四半期純損失（△） △440,885 △80,435

法人税、住民税及び事業税 3,000 2,513

法人税等調整額 △59,230 △17,516

法人税等合計 △56,230 △15,002

四半期純損失（△） △384,655 △65,432



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △440,885 △80,435

減価償却費 114,033 48,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,113 △63

賞与引当金の増減額（△は減少） △215,399 △116,436

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,890 3,963

受取利息及び受取配当金 △742 △1,312

支払利息 7,817 3,340

為替差損益（△は益） △161 856

投資有価証券評価損益（△は益） 460,677 50,249

売上債権の増減額（△は増加） 2,298,521 1,486,360

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,119 164,787

仕入債務の増減額（△は減少） △1,243,307 △587,304

前受収益の増減額（△は減少） 245,580 315,291

通貨オプション評価益 △74,368 △6,109

複合金融商品評価損益（△は益） △241,350 13,350

持分法による投資損益（△は益） △13,457 △632

その他 171,435 24,623

小計 1,319,516 1,319,170

利息及び配当金の受取額 446 1,118

利息の支払額 △5,697 △3,182

法人税等の支払額 △335,470 △227,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,795 1,089,855

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 △32,269 △8,545

無形固定資産の取得による支出 △145,297 △141,879

投資有価証券の取得による支出 △24,000 △20,000

その他 △353 7,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,920 △163,423

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） △550,000 200,000

親会社による配当金の支払額 △134,930 △118,434

その他 △1,247 △1,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △686,178 80,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,396 △1,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 89,300 1,005,928

現金及び現金同等物の期首残高 821,531 1,010,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 910,831 2,016,470



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

    

 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）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
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