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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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３月期第１四半期 1,272 △16.7 △61 － △40 － △30 － 
22年３月期第１四半期 1,528 △19.8 △67 － △64 － △40 － 
 

 

 
(2) 財政状態 

 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３月期第１四半期 4,045 2,636 65.2 1,314.75 
22年３月期 4,088 2,750 67.3 1,371.78 

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 2,636百万円  22年３月期 2,750百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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３月期 － 0.00 － 42.00 42.00 
23年３月期 －     
23年３月期(予想)  0.00 － 40.00 40.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 

3,280 5.5 100 19.2 100 △26.4 58 △25.7 28.92 

通     期 6,720 5.1 340 17.3 390 △7.0 226 △7.9 112.69 
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 
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３月期第１四半期 △15.03 － 
22年３月期第１四半期 △20.07 － 

TDnet
スタンプ

TDnet
スタンプ



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 
 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

 
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 2,005,400株 22年３月期 2,005,400株 
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株 
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 2,005,400株 22年３月期１Ｑ 2,005,400株 

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決
算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きは
終了していません。 
 
（※ 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。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産は持ち直してきており、企業の在庫調

整、設備投資も下げ止まる等、景気は緩やかに回復しております。しかしながら、国内における雇

用情勢は依然として厳しく、欧州諸国に端を発した財政危機の影響による株安、円高、デフレ懸念

等、経済環境は引き続き厳しい状況にあります。 

当業界においては、クラウド・コンピューティングを始め、ソフトウェア開発、設備機器など企

業における業務改善へのＩＴ投資は回復基調にあるとみられております。また、通信事業者による

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）のサービス、モバイル通信の高速化・大容量化を実現する次世代高

速無線通信（ＬＴＥ）等への投資する動きも顕在化してきております。しかしながら、景気の停滞

により、顧客企業からの値下げ要求、コスト削減要求などにより収益性が低下しており、情報サー

ビス業界は大変厳しい状況にあります。 

このような状況下、当社といたしましては強みを活かした戦略により受注活動に注力し、既存顧

客とのリレーション強化や新規顧客開拓の実施など一層の強化を図り、通信ソフトウェアの開発を

推し進めると共に、顧客企業の業務ソリューション構築、コールセンターソリューション「Ｃｙｂ

ｅｒ－Ｓｍａｒｔ ＣＴＩ」の営業推進を実施してまいりました。しかしながら、顧客企業における

投資案件の減少、開始時期見直し等により、予想以上に案件の立ち上がりが遅れたことや、開発規

模の縮小に伴い受注が減少したことによって減収となりました。利益面につきましては、技術力の

向上及び品質向上に向けた一層の取り組みの強化、生産性の向上並びに総経費の一層の低減に努め

てまいりましたが、市場価格の下落等の外的要因も重なり減益となりました。以上の結果、当第１

四半期累計期間における経営成績は、売上高12億72百万円（前年同期比16.7％減）、営業損失61百

万円、経常損失40百万円、四半期純損失30百万円となりました。 

 

当第１四半期累計期間における事業別の業績は以下のとおりであります。 

(ソフトウェア開発事業) 

当社の主力事業でありますソフトウェア開発事業の売上高は11億97百万円となりました。通信系

においては、新世代ネットワークに向けたインターフェースのオープン規格（ＯｐｅｎＦｌｏｗ）

を活用した新しい開発案件、次世代高速無線通信（ＬＴＥ）開発案件、基地局のシステム開発など、

基盤系のシステム開発案件を受注しましたが、企業の設備投資低迷、コスト削減要求による低価格

化などの影響を受けました。制御系においては、車載系システム、半導体製造装置等の受注を拡大

いたしましたが、デジタル情報機器等の開発案件の減少を補うには至りませんでした。また、ソリ

ューション系については金融・医療系案件を中心に受注を拡大いたしましたが、顧客企業における

新規の設備投資の抑制、値引き要求の影響を受けました。 

 

(サービス事業) 

サービス事業の売上高は74百万円となりました。自社ソリューションである「Ｃｙｂｅｒ－Ｓｍ

ａｒｔ ＣＴＩ」の受注、ネットワーク構築・保守・運用サービスの案件を受注し、増収となりまし

た。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べて42百万円減少（1.1％減）し40億

45百万円となりました。その内訳は、流動資産が48百万円減少（1.5％減）し32億70百万円となり、

固定資産が5百万円増加（0.8％増）し７億75百万円となったことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて71百万円増加（5.3％増）し14億

９百万円となりました。その内訳は、流動負債が45百万円増加（8.7％増）し５億66百万円となり、

固定負債が25百万円増加（3.2％増）し８億42百万円となったことによるものであります。 
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（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて１億14百万円減少（4.2％減）

し26億36百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期累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

末に比べて１億87百万円増加（12.7％増）し16億65百万円となりました。 

営業活動により獲得した資金は、２億72百万円（前年同期比32.9％減）となりました。これは主

に、税引前四半期純損失が40百万円、売上債権の減少２億95百万円、賞与引当金の減少１億91百万

円、たな卸資産の増加58百万円、仕入債務の減少30百万円、その他の増加２億97百万円によるもの

であります。 

投資活動により支出した資金は、１百万円（前年同期比318.3％増）となりました。これは主に、

固定資産の取得によるものであります。 

財務活動により支出した資金は、84百万円（前年同期比5.0％増）となりました。これは、配当金

の支払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23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月11日発表の業績予想のとおり推移して

おり変更ありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

 

２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法 

 四半期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、合理的な方法により算

定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う方法によっております。 

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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す

る方法によっております。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 

該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 
(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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,665,864 1,478,623 

受取手形及び売掛金 1,127,145 1,422,308 

商品 － 1,635 

仕掛品 260,760 200,788 

その他 216,853 216,107 

貸倒引当金 △138 △165 

流動資産合計 3,270,484 3,319,298 

固定資産   

有形固定資産 258,848 259,839 

無形固定資産 52,812 55,356 

投資その他の資産 463,847 454,457 

固定資産合計 775,508 769,653 

資産合計 4,045,992 4,088,951 

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,745 78,324 

未払費用 328,739 114,093 

賞与引当金 34,706 225,869 

役員賞与引当金 1,616 6,465 

工事損失引当金 6,697 31,974 

その他 147,330 64,520 

流動負債合計 566,836 521,246 

固定負債   

退職給付引当金 820,515 796,010 

役員退職慰労引当金 22,032 20,715 

固定負債合計 842,547 816,725 

負債合計 1,409,384 1,337,971 

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,562 399,562 

資本剰余金 307,562 307,562 

利益剰余金 1,929,482 2,043,854 

株主資本合計 2,636,607 2,750,979 

純資産合計 2,636,607 2,750,979 

負債純資産合計 4,045,992 4,088,951 
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,528,198 1,272,290 

売上原価 1,336,058 1,050,386 

売上総利益 192,140 221,904 

販売費及び一般管理費 259,396 283,222 

営業損失（△） △67,256 △61,318 

営業外収益   

受取利息 1,988 1,497 

助成金収入 － 18,830 

その他 565 694 

営業外収益合計 2,553 21,022 

経常損失（△） △64,702 △40,296 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 78 26 

特別利益合計 78 26 

特別損失   

固定資産除却損 151 － 

特別損失合計 151 － 

税引前四半期純損失（△） △64,776 △40,269 

法人税、住民税及び事業税 30,856 1,937 

法人税等調整額 △55,384 △12,061 

法人税等合計 △24,527 △10,123 

四半期純損失（△） △40,248 △30,145 
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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（△） △64,776 △40,269 

減価償却費 5,541 6,179 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 △26 

賞与引当金の増減額（△は減少） △295,775 △191,162 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,849 △4,848 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,920 24,505 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,870 1,316 

受取利息 △1,988 △1,497 

有形固定資産除却損 151 － 

売上債権の増減額（△は増加） 509,155 295,163 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,187 △58,335 

仕入債務の増減額（△は減少） △98,333 △30,578 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △25,276 

その他 480,120 297,609 

小計 519,030 272,779 

利息の受取額 1,988 1,497 

法人税等の支払額 △114,571 △1,364 

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,447 272,912 

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 △370 △1,252 

無形固定資産の取得による支出 － △1,140 

短期貸付金の増減額（△は増加） 50 45 

その他 △10 965 

投資活動によるキャッシュ・フロー △330 △1,382 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △80,254 △84,289 

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,254 △84,289 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 325,861 187,240 

現金及び現金同等物の期首残高 1,413,284 1,478,623 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,739,146 1,665,864 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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 

 

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 
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