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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） 

（注）前第１四半期は連結財務諸表を作成していないため、平成21年３月期第１四半期の数値は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 ％

22年3月期第1四半期 342 ― △64 ― △59 ― △57 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △3,882.46 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 1,450 507 33.5 32,805.90
21年3月期 1,430 562 37.9 36,583.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  486百万円 21年3月期  542百万円

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  
    前第２四半期は連結財務諸表を作成していないため、第２四半期連結累計期間の対前期増減率は記載しておりません。 

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

800 ― △40 ― △40 ― △45 ― △3,034.79

通期 2,200 12.2 100 188.9 100 221.5 50 81.7 3,371.99
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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  

(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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 14,828株 21年3月期  14,828株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―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 14,828株 21年3月期第1四半期 14,828株
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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

当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、引き続き幅広い分野で景況感が回復せず、

企業のIT投資においても抑制傾向が続いております。しかしながら、当社の製品・サービスに対する反響は強まり

つつあります。 

このような状況の中、四半期連結財務諸表提出会社の個別財務諸表においては、売上高が前年同期を下回ってい

るものの、コスト削減等により四半期純損失は前年同期と同程度となりました。 

当第１四半期連結会計期間における売上高は342百万円、営業損失は64百万円、経常損失は59百万円、四半期純損

失は57百万円となりました。（前第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、個別財務諸表は記

載しておりません。） 

各事業の種類別セグメント別の概要は次のとおりであります。 

〔サーバーソリューション事業〕 

クラスターサーバー関連ビジネスでは概ね計画通りに推移しておりますが、ミドルウェア関連ビジネスでは企業

のIT投資減により、成約時期がずれ込むなど、苦戦を強いられております。この結果、当事業の売上高は121百万

円、営業損失は36百万円となりました。 

〔ネットインフラ構築事業〕 

主力とするマンション光統合システムを中心とする建設ソリューションは、既受注案件の構築、新規案件の受注

とも概ね計画通りに推移しておりますが 、案件の性質上、殆どの売上は当連結会計年度の第3四半期以降となりま

す。この結果、当事業の売上高は19百万円、営業損失は23百万円となりました。 

〔情報サービス事業〕 

 景気後退の影響は受け、当事業の売上高は199百万円、営業損失は２百万円となりました。システム運用費の圧縮

を達成したのに加え、アフィリエイト広告が徐々に回復、携帯公式サイトビジネスも拡大傾向にあり、第２四半期

に向けて回復の兆しが見えております。 

〔その他の事業〕 

当第１四半期連結会計期間より連結対象となりましたＴＣＢシェアードサービス株式会社は、四半期連結財務諸

表提出会社およびその子会社からの受託は計画通りでありますが、当初計画に織り込んでいた第三者からの業務受

託が、第２四半期以降にずれ込みました。この結果、当事業の売上高は３百万円、営業損失は８百万円となりまし

た。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）貸借対照表に関する情報 

①流動資産 

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は1,249百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金218百万円、受

取手形及び売掛金809百万円、たな卸資産145百万円等であります。 

②固定資産 

当第1四半期連結会計期間末の固定資産は201百万円となりました。主な内訳は、のれん109百万円等でありま

す。 

③流動負債 

当第1四半期連結会計期間末の流動負債は714百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金310百

万円、短期借入金163百万円等であります。 

④固定負債 

当第1四半期連結会計期間末の固定負債は228百万円となりました。その主な内訳は長期借入金114百万円等であ

ります。 

⑤純資産 

当第1四半期連結会計期間末の純資産は507百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローに関する情報 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は218百万円となりました。当第１四半期連結会計期

間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は73百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は０百万円となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

- 3 -



 該当事項はありません。  

  

  

財務活動の結果使用した資金は25百万円となりました。主な内訳は短期借入金の返済による支出84百万円、長期

借入れによる収入59百万円等であります。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 当第１四半期の業績は、厳しい経済環境を反映して期首計画を若干下回っておりますが、第２四半期および通期

の業績予想につきましては、今後の持株会社化移行に伴う業容の拡大もあり、平成21年５月13日公表の業績見通し

に変更ありません。  

  

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）

 該当事項はありません。  

  

  

（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

 たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前四半期会計期間末の実地

たな卸高を基礎とした合理的な方法によって算定しております。 

  

  

（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
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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 218,022 170,696

受取手形及び売掛金 809,026 900,960

商品及び製品 82,548 92,602

仕掛品 63,093 17,304

前払費用 52,367 35,853

繰延税金資産 14,309 1,882

その他 14,518 4,780

貸倒引当金 △4,674 △4,100

流動資産合計 1,249,212 1,219,979

固定資産   

有形固定資産 14,272 15,209

無形固定資産   

のれん 109,400 115,836

その他 26,192 24,568

無形固定資産合計 135,593 140,404

投資その他の資産   

投資有価証券 25,122 27,428

長期貸付金 28,000 28,000

長期前払費用 16,320 18,136

繰延税金資産 205 225

その他 23,380 21,385

貸倒引当金 △41,884 △40,641

投資その他の資産合計 51,142 54,534

固定資産合計 201,008 210,149

資産合計 1,450,220 1,430,129

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 310,125 299,015

短期借入金 163,000 293,000

リース債務 1,986 1,960

未払法人税等 13,505 9,293

前受収益 93,356 57,072

賞与引当金 15,390 26,934

その他 117,323 50,584

流動負債合計 714,687 737,860

固定負債   

長期借入金 114,514 9,514

リース債務 6,628 7,135
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（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) 

退職給付引当金 26,148 24,822

役員退職慰労引当金 13,444 25,662

長期前受収益 67,572 62,542

固定負債合計 228,307 129,675

負債合計 942,994 867,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 726,131 726,131

資本剰余金 467,035 467,035

利益剰余金 △706,720 △650,702

株主資本合計 486,445 542,463

新株予約権 － －

少数株主持分 20,780 20,128

純資産合計 507,226 562,592

負債純資産合計 1,450,220 1,430,129
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（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）

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 342,684

売上原価 229,309

売上総利益 113,375

販売費及び一般管理費 177,840

営業損失（△） △64,465

営業外収益  

業務受託料 5,600

その他 1,492

営業外収益合計 7,092

営業外費用  

支払利息 2,394

その他 198

営業外費用合計 2,592

経常損失（△） △59,965

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 5,967

特別利益合計 5,967

特別損失  

投資有価証券評価損 2,306

特別損失合計 2,306

税金等調整前四半期純損失（△） △56,303

法人税、住民税及び事業税 12,950

法人税等調整額 △12,336

法人税等合計 614

少数株主利益 651

四半期純損失（△） △57,569
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △56,303

減価償却費 1,386

ソフトウエア償却費 2,134

のれん償却額 6,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,817

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,326

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,218

支払利息 2,394

為替差損益（△は益） △58

投資有価証券評価損益（△は益） 2,306

売上債権の増減額（△は増加） 133,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,735

仕入債務の増減額（△は減少） 11,110

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,670

その他の資産の増減額（△は増加） △26,380

その他の負債の増減額（△は減少） 75,337

小計 81,587

利息の支払額 △1,362

法人税等の支払額 △6,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,456

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △707

投資活動によるキャッシュ・フロー △707

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △84,000

長期借入れによる収入 59,000

リース債務の返済による支出 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,325

現金及び現金同等物の期首残高 170,696

現金及び現金同等物の四半期末残高 218,022
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（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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） 

  

  

  

サーバーソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ネットイ
ンフラ構
築事業 
（千円） 

情報サービ
ス事業 
（千円） 

その他の事
業  

（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  121,043  19,107  199,133  3,400  342,684  －  342,684

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  － (－)     －

  計  121,043  19,107  199,133  3,400  342,684 (－)   342,684

 
営業利益又は営業損失

（△） 
 △36,003  △23,798  △2,876  △8,636  △71,315  6,850  △64,465

〔所在地別セグメント情報〕

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

〔海外売上高〕

 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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   

（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。 

   

６．その他の情報

 該当事項はありません。 
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