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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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 ％

23年2月期第1四半期 396 △26.6 △68 ― △72 ― △65 ―
22年2月期第1四半期 539 2.2 △75 ― △80 ― △76 ―

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

23年2月期第1四半期 △34.04 ―
22年2月期第1四半期 △37.73 ―

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

23年2月期第1四半期 2,378 1,122 47.2 585.47
22年2月期 2,698 1,187 44.0 619.30

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  1,122百万円 22年2月期  1,187百万円

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  
現時点では、平成23年2月期の配当予想額は未定であり、確定しだい適時に開示してまいります。 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

1,229 △7.5 △38 ― △44 ― △46 ― △24.00

通期 2,735 6.8 48 ― 37 990.2 41 86.1 21.61
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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  有  

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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） 23年2月期第1四半期 2,081,000株 22年2月期  2,081,000株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  164,020株 22年2月期  164,020株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 1,916,980株 22年2月期第1四半期 2,022,847株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績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当たっての注意事項等につい
て、および上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、回復の兆しが見えてきたものの、国内の政局不安、欧州の財政

危機等の発生により先行きの不透明感が支配的であり、回復には今しばらくの時間がかかるものと見られます。

 こうした状況の中、国内IT関連投資に関しては、一般的に投資金額の減少が続いておりますが、以前と比べる

と各企業の設備投資抑制力は解除されつつあると思われます。また、ユーザーの選別投資の強化及びコスト抑制

圧力は依然として強く、ストレージ業界を取り巻く環境は厳しい状況であります。  

 このような環境の下、当社では引続きＯＥＭ及び標準採用製品の事業拡大に注力するとともに、主力製品の機

能強化、ストレージ製品の高付加価値化に寄与するソリューション販売（サーバー、ストレージ及びソフトウェ

アを組み合わせ、システムとして納入する販売形態）の販売強化、及びサポート・サービスの充実に継続して取

り組んでまいりました。また、新製品としてミラーカードNRC-MH302や主力新製品SpuremacyⅡのリリースを行い

ました。しかしながら、新製品の出荷が５月後半であったため、当第１四半期会計期間の業績に寄与することは

出来ませんでした。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は396百万円（前年同期比26.6％減）となりました。製品売上に

関しては、ＯＥＭ向けの製品（ミラー製品や小型ストレージサーバ）の出荷は堅調に推移したものの、主力製品

Supremacyシリーズの新旧世代交代の影響もあり、ストレージ製品の販売は低調でありました。このため、スト

レージ本体及び周辺機器を含む製品売上高は、224百万円（前年同期比37.8％減）と大幅な減少となりました。 

 一方、損益面につきましては、売上高が前年を大幅に下回りましたが、製造コストの削減、販売管理費の削減

により前年同期より損失額は縮小し、営業損失68百万円(前年同期は営業損失75百万円）、経常損失72百万円(前

年同期は経常損失80百万円）、四半期純損失65百万円(前年同期は四半期純損失76百万円）となりました。 

  

 品目別の進捗状況は次のとおりであります。  

   

(1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して319百万円減少し、2,378百万円となりま

した。変動の主なものは、現金及び預金の109百万円の減少、売上債権の292百万円の減少、たな卸資産の71百万

円の増加であります。 

 負債は、前事業年度末と比較して254百万円減少し、1,256百万円となりました。変動の主なものは、買掛金の

160百万円の減少、借入金（１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計）の101百万円の減少でありま

す。 

 純資産は、前事業年度末と比較して64百万円減少し、1,122百万円となりました。変動の主なものは、利益剰

余金の65百万円の減少であります。１株当たりの純資産は、前事業年度末と比較して33円83銭減少し、585円47

銭となり、自己資本比率は47.2％となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間末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109

百万円減少（前年同期は10百万円の増加）の1,270百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は、4百万円（前年同期は3百万円の収入）となりました。主な資金増加要因は、

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

期 別 前第１四半期 当第１四半期  前事業年度 

    
自 平成21年３月１日 

至 平成21年５月31日 

自 平成22年３月１日 

至 平成22年５月31日 

自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日 

品 目 別 金 額 前期比   金 額   前期比 

    百万円 ％ 百万円 ％  百万円 ％ 

  ストレージ本体  283  8.9  208 △26.4  1,525  △1.5

  周 辺 機 器  76  44.2  15 △79.7  253  △13.7

製 品 小 計  360  14.9  224 △37.8  1,778  △3.4

商    品  89  △7.1  86 △2.6  452  0.2

サ ー ビ ス  90  △23.9  85 △5.5  330  △15.5

合    計  539  △2.2  396 △26.6  2,561  △4.6

２．財政状態に関する定性的情報
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売上債権の減少292百万円等であり、主な資金減少要因は、税引前四半期純損失72百万円、仕入債務の減少160百

万円、たな卸資産の増加72百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、2百万円（前年同期は110百万円の支出）となりました。これは主に、検査用

測定器等の有形固定資産の取得1百万円の支出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） 

 財務活動の結果支出した資金は、101百万円（前年同期は117百万円の収入）となりました。主な資金減少要因

は、長期借入金の純支出額101百万円によるものであります。    

  

 当第１四半期会計期間における業績は、おおむね当初予想通り推移しており、第２四半期累計期間及び通期の業

績につきましても、現時点におきましては、平成22年４月９日付の「平成22年２月期 決算短針（非連結）」にお

いて公表いたしました業績予想に変更はございません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際に業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。  

  

①簡便な会計処理  

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる 

 ため、前事業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。  

 ・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、事業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。 

 ・たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期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、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

 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。  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

     該当事項はありません。  

  

①会計基準等の改正に伴う変更  

       該当事項はありません。 

   ②会計基準等の改正に伴う変更以外の変更 

    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
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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１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,270,483 1,379,676

受取手形及び売掛金 336,451 628,691

有価証券 100,525 －

原材料 231,044 190,842

商品及び製品 60,729 40,496

仕掛品 61,357 49,864

繰延税金資産 58,349 50,153

その他 43,994 43,294

貸倒引当金 △141 △141

流動資産合計 2,162,792 2,382,878

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 22,303 23,354

工具、器具及び備品（純額） 33,565 33,396

有形固定資産合計 55,869 56,750

無形固定資産   

その他 26,798 24,605

無形固定資産合計 26,798 24,605

投資その他の資産   

投資有価証券 68,550 168,375

差入保証金 55,270 55,270

その他 9,601 10,287

投資その他の資産合計 133,422 233,933

固定資産合計 216,089 315,289

資産合計 2,378,882 2,698,168

負債の部   

流動負債   

買掛金 92,758 253,331

1年内返済予定の長期借入金 518,345 540,674

未払金 46,362 60,524

未払法人税等 1,222 5,584

製品保証引当金 23,642 23,337

前受収益 151,249 127,219

その他 38,238 36,064

流動負債合計 871,817 1,046,735

固定負債   

長期借入金 384,724 464,247

固定負債合計 384,724 464,247

負債合計 1,256,541 1,510,982
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 496,310 496,310

資本剰余金 608,360 608,360

利益剰余金 101,812 167,073

自己株式 △78,213 △78,213

株主資本合計 1,128,269 1,193,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,928 △6,343

評価・換算差額等合計 △5,928 △6,343

純資産合計 1,122,340 1,187,186

負債純資産合計 2,378,882 2,698,168
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（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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 539,748 396,240

売上原価 384,193 265,694

売上総利益 155,555 130,546

販売費及び一般管理費 231,139 199,534

営業損失（△） △75,584 △68,988

営業外収益   

受取利息 － 487

為替差益 382 －

協賛金収入 961 －

その他 144 250

営業外収益合計 1,488 738

営業外費用   

支払利息 5,979 3,735

為替差損 － 107

その他 519 521

営業外費用合計 6,499 4,364

経常損失（△） △80,594 △72,614

税引前四半期純損失（△） △80,594 △72,614

法人税、住民税及び事業税 810 475

法人税等調整額 △5,076 △7,829

法人税等合計 △4,266 △7,354

四半期純損失（△） △76,328 △65,260
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31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（△） △80,594 △72,614

減価償却費 10,174 7,880

受取利息及び受取配当金 － △487

支払利息 5,979 3,735

製品保証引当金の増減額（△は減少） 774 305

売上債権の増減額（△は増加） 328,788 292,239

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,954 △72,397

仕入債務の増減額（△は減少） △240,014 △160,573

その他 55,431 3,671

小計 11,584 1,759

利息及び配当金の受取額 － 487

利息の支払額 △6,109 △3,608

法人税等の支払額 △2,290 △3,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,184 △4,929

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 △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △10,364 △1,607

無形固定資産の取得による支出 △323 △700

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,687 △2,307

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △172,742 △151,852

自己株式の取得による支出 △9,532 －

配当金の支払額 △168 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,556 △101,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,054 △109,193

現金及び現金同等物の期首残高 1,501,879 1,379,676

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,511,933 1,270,483
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 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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  該当事項はありません。  

  

６．その他の情報
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