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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,812 △10.3 255 ― 144 40.7 △85 ―

21年3月期第2四半期 6,481 ― 6 ― 102 ― △441 ―

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 17.41 ―

21年3月期第2四半期 △75.32 ―

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 8,101 3,194 39.1 642.47
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2四半期  3,170百万円 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

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 ― 24.00 24.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 13,200 △3.0 1,100 124.7 1,000 ― 400 ― 81.05



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 

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条件等については、5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。 

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） 22年3月期第2四半期 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2四半期 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2四半期 4,934,772株 21年3月期第2四半期 5,866,541株



当第２四半期におけるわが国経済は、製造業における在庫・生産調整や金融・不動産業における不良資産整理な

どの進展により、昨年以降の急激な経済環境悪化にも底打ち感が出てきましたが、一方で雇用および生産設備の過

剰感が解消されず、個人消費も低水準に推移していることから、国内外の需要拡大による本格的な景気回復が待た

れている状況であります。 

 当社業績面では、官公庁・自治体および民間企業における情報漏えい対策やアクセス管理強化、仮想化関連の需

要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

売上は堅調に推移しました。しかし、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売上高が主要顧客の

大幅な設備投資抑制により大幅に減少し、全体の連結売上高は前年比で減少しました。 

 また、業績に影響を与えるその他の要因として、円高の進展に伴うユーロ円債評価損55百万円、子会社の㈱バン

ハートを中心に推進してきた新規事業の中止に伴う事業整理損失引当金63百万円を計上しました。 

 この結果、当第２四半期の連結業績は、売上高が5,812百万円（前年同期比669百万円減、10.3％減）、営業利益

が255百万円（前年同比248百万円増）、経常利益は144百万円（前年同期比41百万円増、40.7％増）、四半期純損

失は85百万円（前年同期は当期純損失441百万円、355百万円の損益改善）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2,150百万円（前年同四半期比0.7％

減）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

されました。しかしながら、自社開発新製品の発売が１０月以降に集中したこともあり、製品の購入時期を

次の製品リリースまで待つ動きもみられ、販売実績はほぼ前年並みに推移しました。 

  

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910百万円（前年同四半期比17.5％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案件の投資抑制の煽りを受け、売上高が大幅に減少しまし

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1,306百万円（前年同四半期比

4.1％減）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1,445百万円（前年同四半期比21.9％減）となりまし

た。 

 主要顧客の設備投資抑制の煽りを受けて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売上が減少

したことや、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



 
 各売上区分における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２四半期末の連結総資産残高は、前年度末比1,062百万円減少し、8,101百万円となりました。 

 流動資産は、前度末に比べ、1,170百万円減少し、5,167百万円となりました、これは主に受取手形及び売掛金の

減少と商品及び製品の減少によるものです。 

 固定資産は、前年度末に比べ114百万円増加し、2,928百万円となりました。これは主に無形固定資産うち、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5百万円減少し、4百万円となりました。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848百万円千円減少し、4,391百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金

の減少と、短期借入金の減少によるものです。 

 固定負債は、前年度末に比べ11百万円減少し、515百万円となり、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202百万円減少し、3,194百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少によるも

のです。 

 当第２四半期末の連結自己資本比率は39.1%（前連結会計年度末比2.3ポイント増）、１株当たり連結純資産額は

642円47銭（前年度末比41円71銭減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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199百万円増加

し、第２四半期連結会計期間末には1,210百万円となりました。 

 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、売上債権の減少820万円、たな卸資産の減少513百万円、前受収益の増加270百万円等があ

り、一方で支出の主な内訳として仕入債務の減少541百万円、法人税等の支払額228百万円等により、1,147万円の資

金獲得（前年同四半期比43.0％減）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 ソフトウェア仮勘定残高の増加に伴う無形固定資の取得による支出351百万円等により、379百万円の資金支出

（前年同四半期比137.4％減）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の減少446百万円、配当金の支払118百万円等により、566百万円の資金支出（前年同四半期比25.8％

減）となりました。 

  

  

区分 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

  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 2,163 33.4 2,150 37.0 △0.7

  コンテンツ配信ソリューソン 1,102 17.0 910 15.7 △17.5

  ネットワーク構築及び組み込みシステム 1,357 21.0 1,306 22.5 △4.1

  付加価値ビジネス合計 4,624 71.4 4,367 75.1 △4.1

  その他ネットワーク機器 1,857 28.6 1,445 24.9 △21.9

  合計 6,482 100.0 5,812 100.0 △10.3 

２．連結財政状態に関する定性的情報



当第２四半期連結累計期間の実績を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月19日に 

公表いたしました平成22年３月期の通期業績予想を修正いたしました。 

詳しくは本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

 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２四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、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）を第１四半期連結会計期間よ

り適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四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。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,210,018 1,010,541

受取手形及び売掛金 2,113,598 2,936,474

商品及び製品 1,072,600 1,580,222

仕掛品 19,298 27,165

原材料及び貯蔵品 50,675 48,917

繰延税金資産 170,000 244,787

その他 565,731 533,481

貸倒引当金 △34,447 △43,471

流動資産合計 5,167,474 6,338,119

固定資産   

有形固定資産 298,161 334,664

無形固定資産 901,056 648,588

投資その他の資産   

投資有価証券 728,037 828,396

差入保証金 569,034 575,986

繰延税金資産 302,317 315,000

その他 226,843 208,360

貸倒引当金 △96,483 △96,708

投資その他の資産合計 1,729,748 1,831,034

固定資産合計 2,928,966 2,814,286

繰延資産   

株式交付費 4,864 10,702

繰延資産合計 4,864 10,702

資産合計 8,101,305 9,163,108

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 830,722 1,359,328

短期借入金 1,402,400 1,850,000

未払金 227,141 372,269

未払法人税等 15,921 251,414

前受収益 1,248,258 977,633

賞与引当金 181,170 231,230

事業整理損失引当金 37,866 －

その他 447,868 197,550

流動負債合計 4,391,349 5,239,427

固定負債   

退職給付引当金 494,742 481,187

その他 21,213 45,784

固定負債合計 515,956 526,971

負債合計 4,907,305 5,766,398



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

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 1,096,371 1,300,515

自己株式 △514,310 △514,310

株主資本合計 3,156,188 3,360,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,034 △495

繰延ヘッジ損益 － 826

為替換算調整勘定 8,246 15,631

評価・換算差額等合計 14,281 15,961

新株予約権 23,531 20,416

純資産合計 3,194,000 3,396,710

負債純資産合計 8,101,305 9,163,108



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 6,481,920 5,812,693

売上原価 4,636,860 3,853,261

売上総利益 1,845,060 1,959,431

販売費及び一般管理費 1,838,682 1,704,205

営業利益 6,377 255,226

営業外収益   

受取利息 823 1,059

受取配当金 420 826

通貨オプション評価益 52,955 －

複合金融商品評価益 71,850 －

持分法による投資利益 3,754 8,949

その他 3,522 2,354

営業外収益合計 133,326 13,189

営業外費用   

支払利息 10,395 6,071

通貨オプション評価損 － 24,423

複合金融商品評価損 － 55,350

為替差損 10,828 26,794

その他 15,506 10,885

営業外費用合計 36,731 123,525

経常利益 102,972 144,891

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,578 9,380

持分変動利益 － 4,271

特別利益合計 16,578 13,651

特別損失   

投資有価証券評価損 460,677 50,249

減損損失 － 61,823

事業整理損失引当金繰入額 － 37,866

その他 33,974 －

特別損失合計 494,652 149,939

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△375,101 8,603

法人税、住民税及び事業税 5,000 6,488

法人税等調整額 61,770 88,036

法人税等合計 66,770 94,524

四半期純損失（△） △441,871 △85,921



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 3,489,769 3,109,051

売上原価 2,311,841 2,046,681

売上総利益 1,177,928 1,062,370

販売費及び一般管理費 916,067 797,854

営業利益 261,860 264,516

営業外収益   

受取利息 501 571

為替差益 4,547 －

持分法による投資利益 － 8,316

その他 124 1,894

営業外収益合計 5,173 10,782

営業外費用   

支払利息 2,578 2,730

持分法による投資損失 9,702 －

通貨オプション評価損 21,413 30,532

複合金融商品評価損 169,500 42,000

為替差損 － 14,659

その他 7,421 5,999

営業外費用合計 210,615 95,922

経常利益 56,419 179,376

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,096 5,080

持分変動利益 － 4,271

特別利益合計 12,096 9,351

特別損失   

減損損失 － 61,823

事業整理損失引当金繰入額 － 37,866

その他 2,730 －

特別損失合計 2,730 99,689

税金等調整前四半期純利益 65,784 89,038

法人税、住民税及び事業税 2,000 3,974

法人税等調整額 121,000 105,552

法人税等合計 123,000 109,527

四半期純損失（△） △57,215 △20,489



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△375,101 8,603

減価償却費 190,569 114,773

減損損失 － 61,823

事業整理損失引当金繰入額 － 37,866

のれん償却額 － 9,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,409 △9,247

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,296 13,555

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,313 △50,060

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 △1,243 △1,885

支払利息 10,395 6,071

為替差損益（△は益） △750 3,093

持分法による投資損益（△は益） △3,754 △8,949

投資有価証券評価損益（△は益） 460,677 50,249

通貨オプション評価損益（△は益） △52,955 24,423

複合金融商品評価損益（△は益） △71,850 55,350

売上債権の増減額（△は増加） 2,569,483 820,966

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,759 513,602

仕入債務の増減額（△は減少） △1,114,180 △541,917

前受収益の増減額（△は減少） 250,713 270,624

その他 157,912 1,311

小計 2,001,251 1,380,128

利息及び配当金の受取額 758 1,478

利息の支払額 △8,422 △5,718

法人税等の支払額 △320,659 △228,455

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,672,927 1,147,432

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 △46,492 △12,962

無形固定資産の取得による支出 △372,087 △351,642

投資有価証券の取得による支出 △58,000 △20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △2,434

その他 8,411 7,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △468,168 △379,811

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） △1,100,000 △446,380

配当金の支払額 △134,930 △118,434

長期借入金の返済による支出 － △1,200

その他 △4,082 △817

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239,013 △566,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 △1,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,349 199,476

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 787,182 1,210,018



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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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