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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。 

(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2四半期 320 △32.8 △72 ― △56 ― △36 ―

21年3月期第2四半期 476 ― △19 ― △17 ― △19 ―

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2四半期 △3,674.42 ―

21年3月期第2四半期 △1,933.18 ―

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2四半期 1,076 890 82.2 89,541.34
21年3月期 1,232 935 75.5 94,199.62

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  884百万円 21年3月期  930百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 1,812.00 1,812.00

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 1,014 △4.6 100 ― 101 ― 59 ― 6,039.40
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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  
［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 「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」をご覧
ください。］ 

(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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 「４．その他 （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」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 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2四半期 11,480株 21年3月期  11,480株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,601株 21年3月期  1,601株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期  9,879株 21年3月期第2四半期 10,063株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績の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仮定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、４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。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な経済の混乱が、企業

収益に与えた影響は大きく、依然として、企業による設備投資や雇用情勢は低迷をし続け、先行き不透明感

な状況となりました。 

 情報サービス産業におきましては、景気の先行き不透明感が強まる中、顧客企業による情報化投資の中

止、先送り、縮小または選別する動きが顕著になっており、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下、プリントサーバ事業におきましても、景気後退の影響を受け、昨年から続いている大

手プリンタメーカによるプリンタの製造調整により、プリンタコントローラ制御ソフトウェアのライセンス

販売は前年同期に比べ大幅に減少し、また、大手プリンタメーカの予算削減や値引要請によりプリンタコン

トローラの受託開発が減少し、更に、受注している開発案件が、得意先側のプリンタ本体（ハードウェア）

の開発遅延により、当社側のソフトウェアの検証ができず、当初見込んでいた受託開発売上が下期以降に延

びるなど、厳しい状況が続きました。 

 しかしながら、セキュリティ事業におきましては、昨年から引続き、セキュアプリントシステム（製品

名：SPSE）※１の機能改良や機能強化を行うとともに、更なる拡販活動に注力した結果、引き合いが大幅に

増加し、顧客企業へ試験導入するなど、下期の受注に向け期待できる活動ができました。加えて、従来から

の大手プリンタメーカへのOEMによる販売のほか、大手SI会社経由で大手企業に納入するなど、SPSEの売上は

堅調に推移しました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高320,196千円（前年同四半期比32.8％減）、経常損失

56,725千円（前年同四半期は経常損失17,466千円）、四半期純損失36,299千円（前年同四半期は四半期純損

失19,387千円）となりました。 

 また、各事業における開発請負、システム販売については、ユーザの検収、予算の執行及び納期が下期、

特に年度末に集中しているため、当社の売上高及び利益は下期に集中する傾向にあり、第２四半期の売上高

及び利益が他の四半期に比して低い水準となっております。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

(1）資産、負債及び純資産の状態 

  当第２四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。 

（流動資産） 

 当第２四半期会計期間末の流動資産合計は725,345千円と前第２四半期会計期間末に比べて37,316千円減少

しました。減少した主な要因は、現金及び預金が71,516千円増加しましたが、売掛債権が88,729千円、商品及

び製品が29,940千円それぞれ減少したためであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期会計期間末の固定資産合計は351,038千円と前第２四半期会計期間末に比べて87,336千円減少

しました。減少した主な要因は、保険積立金が保険を解約したことにより52,152千円、投資有価証券が償還に

より10,047千円減少し、繰延税金資産を21,440千円取り崩したためであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期会計期間末の流動負債合計は137,546千円と前第２四半期会計期間末に比べて71,822千円減少

しました。減少した主な要因は、買掛金が53,574千円、短期借入金が20,000千円それぞれ減少したためであり

ます。 

（固定負債） 
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 当第２四半期会計期間末の固定負債合計は48,227千円と前第２四半期会計期間末に比べて360千円増加しま

した。増加した主な要因は、役員退職慰労引当金が360千円増加したためであります。なお、当第１四半期会

計期間において、役員退職慰労引当金5,025千円を戻入し特別利益に計上しましたが、当第２四半期会計期間

において、それを戻す処理をしております。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は890,610千円と前第２四半期会計期間末に比べて53,192千円減少し

ました。減少した主な要因は、四半期純損失の計上、配当金の支払により、利益剰余金が57,803千円減少した

ためであります。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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

151,054千円増加し、当第２四半期累計期間末残高は411,834千円となりました。  

 また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は134,622千円（前年同四半期は31,475千円の使

用）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失56,844千円を計上しましたが、売上債権の減少額

206,867千円、仕入債務の減少額35,854千円、棚卸資産の増加額15,077千円、減価償却費18,375千円、前受金の

増加額8,383千円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動の結果得られた資金は56,253千円（前年同四半期は53,691千円の使

用）となりました。主な要因は、保険積立金の保険解約による収入76,638千円、無形固定資産の取得による支出

18,644千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は39,807千円（前年同四半期は3,927千円の収

入）となりました。これは、配当金の支払による支出9,807千円、短期借入金の返済による支出80,000千円、短

期借入金の借入による収入50,000千円によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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。 
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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

【簡便な会計処理】 

  

【特有の会計処理】 

 前第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  該当事項はありません。  

  

 当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  
  
  

前第2四半期累計期間
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日） 

当第2四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日  
 至 平成21年９月30日） 

棚卸資産の評価方法  第１四半期会計期間末における棚卸

高の算出に関して実地棚卸を省略し前

事業年度に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しており、

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性

の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行

っております。 

―――― 

固定資産の減価償却費の算 

定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用

しており、事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しておりま

す。 

同左 
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（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

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日  
 至 平成21年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更  

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、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、当第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、主として総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。  

 この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であ

ります。 

該当事項はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 411,834 260,779

受取手形及び売掛金 167,696 374,564

商品及び製品 36,836 108,332

仕掛品 34,986 7,591

前渡金 19,842 19,842

前払費用 23,476 16,251

繰延税金資産 23,499 2,577

未収還付法人税等 － 12,204

その他 7,363 657

貸倒引当金 △190 －

流動資産合計 725,345 802,800

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,570 34,778

減価償却累計額 △19,476 △19,095

建物（純額） 15,093 15,683

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,144 △2,133

車両運搬具（純額） 55 66

工具、器具及び備品 39,276 39,151

減価償却累計額 △31,050 △29,266

工具、器具及び備品（純額） 8,225 9,884

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 37,013 39,274

無形固定資産   

のれん 2,285 2,857

特許権 3,156 3,104

商標権 1,641 1,323

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 67,848 66,273

無形固定資産合計 76,502 75,128

投資その他の資産   

投資有価証券 529 10,357

出資金 10 10

破産更生債権等 － 1,900

繰延税金資産 306 364

差入保証金 51,343 53,808

保険積立金 178,212 242,720
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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) 

その他 7,120 7,120

貸倒引当金 － △1,312

投資その他の資産合計 237,522 314,969

固定資産合計 351,038 429,372

資産合計 1,076,384 1,232,172

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,735 141,768

短期借入金 20,000 50,000

未払金 6,824 7,459

未払費用 16,350 15,052

未払法人税等 1,653 1,613

前受金 42,003 33,620

預り金 2,607 2,384

受注損失引当金 1,160 －

その他 212 141

流動負債合計 137,546 252,038

固定負債   

役員退職慰労引当金 48,227 44,798

固定負債合計 48,227 44,798

負債合計 185,774 296,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 395,700 395,700

利益剰余金 226,954 273,132

自己株式 △139,434 △139,434

株主資本合計 884,419 930,598

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 159 －

評価・換算差額等合計 159 －

新株予約権 6,031 4,736

純資産合計 890,610 935,334

負債純資産合計 1,076,384 1,232,172
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 476,604 320,196

売上原価 307,784 213,600

売上総利益 168,820 106,596

販売費及び一般管理費 187,939 178,743

営業損失（△） △19,118 △72,147

営業外収益   

受取利息 470 81

有価証券利息 474 167

受取保険金 － 15,004

保険事務手数料 735 523

償却債権取立益 － 281

その他 256 683

営業外収益合計 1,937 16,741

営業外費用   

社債利息 6 －

支払利息 115 225

支払保証料 11 －

為替差損 15 88

保険解約損 － 1,006

支払手数料 120 －

その他 15 －

営業外費用合計 285 1,319

経常損失（△） △17,466 △56,725

特別損失   

固定資産除却損 296 22

投資有価証券評価損 10,060 96

特別損失合計 10,356 118

税引前四半期純損失（△） △27,823 △56,844

法人税、住民税及び事業税 306 429

法人税等調整額 △8,741 △20,974

法人税等合計 △8,435 △20,544

四半期純損失（△） △19,387 △36,299
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 280,322 177,598

売上原価 167,024 119,778

売上総利益 113,298 57,819

販売費及び一般管理費 92,844 82,227

営業利益又は営業損失（△） 20,453 △24,408

営業外収益   

受取利息 325 63

有価証券利息 350 42

受取保険金 － 15,004

保険事務手数料 236 245

為替差益 － 5

償却債権取立益 － 39

その他 249 654

営業外収益合計 1,162 16,054

営業外費用   

支払利息 115 109

保険解約損 － 1,006

支払手数料 101 －

営業外費用合計 216 1,115

経常利益又は経常損失（△） 21,399 △9,469

特別損失   

役員退職慰労引当金繰入額 － 5,025

固定資産除却損 296 22

投資有価証券評価損 8,379 －

特別損失合計 8,675 5,047

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 12,724 △14,516

法人税、住民税及び事業税 153 214

法人税等調整額 6,857 △2,938

法人税等合計 7,010 △2,723

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,714 △11,793
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △27,823 △56,844

減価償却費 17,481 18,375

のれん償却額 571 571

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,160

固定資産除却損 296 739

投資有価証券評価損益（△は益） 10,060 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,296 3,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,250 △1,122

有価証券利息 △474 △167

受取利息 △470 △81

支払利息 121 225

売上債権の増減額（△は増加） △6,932 206,867

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,014 △15,077

仕入債務の増減額（△は減少） △19,936 △35,854

前受金の増減額（△は減少） 11,488 8,383

未払金の増減額（△は減少） 3,436 339

前渡金の増減額（△は増加） △94 －

その他 △6,427 △6,694

小計 △36,170 124,346

利息及び配当金の受取額 963 583

利息の支払額 △129 △160

法人税等の還付額 4,166 10,162

法人税等の支払額 △306 △309

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,475 134,622

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,565 △1,130

有形固定資産の売却による収入 1,653 －

無形固定資産の取得による支出 △10,784 △18,644

投資有価証券の売却による収入 12 －

有価証券の償還による収入 － 10,000

保険積立金の積立による支出 △11,691 △13,075

保険積立金の解約による収入 760 76,638

敷金及び保証金の差入による支出 △306 △52

敷金及び保証金の回収による収入 229 2,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,691 56,253
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 50,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △10,000 △80,000

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 △15,940 －

配当金の支払額 △10,131 △9,807

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,927 △39,807

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,259 151,054

現金及び現金同等物の期首残高 421,577 260,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 340,317 411,834
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 該当事項はありません。 

  

（６）事業部門別売上高 

①受注状況 

当第２四半期累計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②販売実績 

当第２四半期累計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

（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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

事業部門別 
受注高
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

プリントサーバ事業 187,914 58.4  158,333 129.5

ファイルストレージソリューション事業 44,547 120.3  1,835 79.8

セキュリティ事業 110,260 164.8  79,380 167.3

受託開発事業 19,500 88.0  11,700 585.0

カスタマーソリューション事業 35,871 231.3  36,354 101.9

合計 398,092 85.9  287,602 137.1

事業部門別 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同期比
（％） 

金額（千円）

製品 商品 受託開発 保守 合計 

プリントサーバ事業  22,910  －  128,933  －  151,844  51.9

ファイルストレージソリューショ

ン事業 
 3,945  41,067  －  －  45,012  108.9

セキュリティ事業  58,474  16,629  3,233  －  78,336  76.5

受託開発事業  －  －  9,800  －  9,800  51.9

カスタマーソリューション事業  －  －  －  35,203  35,203  166.1

合計  85,330  57,697  141,966  35,203  320,196  67.2
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