
 

  

１．平23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 平成23年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定であります。 
  

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

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,998  10.2  △188 －  △195 －  △227 － 

22年３月期第１四半期  1,813  △46.5  △311 －  △313 －  △324 － 

  
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  06   －      

22年３月期第１四半期  △21  46   －      

  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  7,742  3,781  48.8  249  97

22年３月期  8,190  4,034  49.3  266  67

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,781百万円 22年３月期 4,034百万円

  
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     ー          0    00      ー          0     00     0     00 

23年３月期     ー      

23年３月期（予想）     ー          ー          ー          ー      

  （％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）  5,670  29.3  △200   －    △230   －    △240   －    △15  87

通期  12,500  33.0  310   －    240   －    230   －    15  20



  

４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （        － ）、除外      －社  （        － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）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連結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。 

  

（３）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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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連結財務諸表のレビュー手続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 

（将来に関する記述等について）   

   本資料に記載されている業績等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って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については、四半期決算短信添付資料２ページ「連

  結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 15,514,721株 22年３月期 15,514,721株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 387,486株 22年３月期 386,965株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,127,483株 22年３月期１Ｑ 15,129,173株
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（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我が国経済は、国内景気に一部明るさの兆しが見え始めましたものの、企業

の設備投資の抑制は続き、雇用環境は依然として厳しく、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 当社グループにおきましては、業績回復を 優先課題として掲げ、既存顧客案件の確実な受注及び新規顧客案件

の増加に日々努めるとともに、地方自治体向けビジネスへの参入、伝送配信技術の拡充、CRMソリューション営業

の強化、ASPサービスへの参入、新規部品ラインの開発等の戦略に基づき、経営資源を集中した事業運営に努めて

おります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、連結売上高は19億９千８百万円（前年同四半期18億１千

３百万円）となりました。損益面につきましては、営業損失１億８千８百万円（前年同四半期営業損失３億１千１

百万円）、経常損失１億９千５百万円（前年同四半期経常損失３億１千３百万円）、四半期純損失２億２千７百万

円（前年同四半期純損失３億２千４百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は以下のとおりです。 

 システムソリューション事業におきましては、製造業向け３次元機械CADシステムが減少し、売上高は６億２千

６百万円、営業損失は８千４百万円となりました。 

 ネットワークソリューション事業におきましては、映像配信システムが好調に推移し、売上高は１億９千１百万

円、営業損失は７千３百万円となりました。 

 また、電子部品及び機器事業におきましては、防衛省向け部材が増加し、売上高は11億８千万円、営業損失は３

千万円となりました。 

 なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は77億４千２百万円（前連結会計年度比４億４千７百万円減

少）となりました。これは主に現金及び預金が１億５千９百万円、受取手形及び売掛金が３億１千２百万円減少し

たことによります。 

 負債の合計は39億６千１百万円（前連結会計年度比１億９千４百万円減少）となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が２億８千５百万円減少したことによります。 

 純資産の合計は37億８千１百万円（前連結会計年度比２億５千２百万円減少）となりました。これは主に、２億

２千７百万円の四半期純損失の計上によります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、前連結会計年度末より１億５千９百万円減少し、

20億３百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結累計期間において１億８千１百万円の減少（前年同四

半期３億３百万円の増加）となりました。これは主に売掛債権の減少による収入があるものの、税金等調整前四半

期純損失、仕入債務の減少による支出によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結累計期間において２千８百万円の増加（前年同四半期

４百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があるものの、保険積立金の払戻によ

る収入によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結累計期間において０百万円の減少（前年同四半期５千

万円の減少）となりました。これは自己株式の取得、配当金の支払によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成22年５月14日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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。  

  

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

  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、且つ、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ので、前連結会計年度において使用した将来業績予測やタックス・プラン

 ニングを利用する方法によっております。  

  

（３）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の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、 千円

増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは前連結会計年度において売上高の減少の結果、営業損失４億５千２百万円、経常損失５億９百万

円、当期純損失８億１千１百万円を計上し、当第１四半期連結会計年度においても営業損失１億８千８百万円、経

常損失１億９千５百万円、四半期純損失２億２千７百万円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を

生じさせる状況が存在しております。 

 しかし、当社グループの自己資本比率は ％を引き続き維持しており、今後の運転資金につきましても十分に

確保しております。また、取引金融機関とは、良好な関係を維持しております。 

 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の購買及び人件費、賃借料等によるものです。人件費、賃

借料等につきましては、前連結会計年度において４億４百万円の削減を行い、当第１四半期連結会計期間におきま

しても引き続き削減努力を推進しております。また、商品の購買に関しては、粗利益の高い取引に注力し、収益力

の回復に取組んでおります。 

 従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められませんので、継続企業の前提に関する注記は記

載しておりません。 

  

２．その他の情報

356 30,581

48.8
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,703,731 2,862,792

受取手形及び売掛金 1,854,501 2,166,600

商品及び製品 406,089 129,876

その他 705,207 624,906

貸倒引当金 △191 △658

流動資産合計 5,669,339 5,783,516

固定資産   

有形固定資産 585,425 461,528

無形固定資産 11,592 14,194

投資その他の資産   

長期未収入金 1,529,175 1,910,709

その他 845,471 917,810

貸倒引当金 △898,018 △897,690

投資その他の資産合計 1,476,628 1,930,830

固定資産合計 2,073,647 2,406,553

資産合計 7,742,986 8,190,069

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,608,902 1,894,053

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 5,066 17,595

その他 582,810 487,851

流動負債合計 3,496,779 3,699,500

固定負債   

退職給付引当金 291,216 287,123

役員退職慰労引当金 － 164,416

その他 173,575 4,902

固定負債合計 464,791 456,442

負債合計 3,961,571 4,155,943
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 850,663 1,585,738

利益剰余金 △263,173 △770,466

自己株式 △111,228 △111,189

株主資本合計 3,903,178 4,130,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,095 6,911

繰延ヘッジ損益 △1,792 △601

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △114,452 △91,567

評価・換算差額等合計 △121,762 △96,871

純資産合計 3,781,415 4,034,125

負債純資産合計 7,742,986 8,190,069
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,813,656 1,998,502

売上原価 1,523,771 1,619,742

売上総利益 289,885 378,760

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 291,967 269,238

退職給付引当金繰入額 14,486 14,475

役員退職慰労引当金繰入額 4,375 4,575

貸倒引当金繰入額 100 －

その他 290,090 278,712

販売費及び一般管理費合計 601,019 567,001

営業損失（△） △311,133 △188,240

営業外収益   

受取配当金 1,037 684

為替差益 2,989 －

その他 1,070 2,620

営業外収益合計 5,097 3,304

営業外費用   

支払利息 7,156 5,296

為替差損 － 4,345

その他 771 628

営業外費用合計 7,928 10,270

経常損失（△） △313,964 △195,206

特別利益   

固定資産売却益 － 206

未払賞与戻入益 10,326 －

その他 300 －

特別利益合計 10,626 206

特別損失   

固定資産除却損 36 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,224

特別損失合計 36 30,224

税金等調整前四半期純損失（△） △303,374 △225,224

法人税、住民税及び事業税 2,543 2,529

法人税等調整額 18,742 27

法人税等合計 21,285 2,556

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △227,781

四半期純損失（△） △324,660 △227,781
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △303,374 △225,224

減価償却費 8,132 9,412

受取利息及び受取配当金 △1,337 △932

支払利息 7,156 5,296

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,224

売上債権の増減額（△は増加） 1,075,647 298,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,667 △39,249

前渡金の増減額（△は増加） △249,715 △123,735

その他の流動資産の増減額（△は増加） 82,884 39,220

仕入債務の増減額（△は減少） △647,388 △279,741

その他の流動負債の増減額（△は減少） 284,881 257,920

その他 26,360 △139,510

小計 322,914 △168,106

利息及び配当金の受取額 1,329 824

利息の支払額 △6,890 △4,119

法人税等の支払額 △13,411 △9,823

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,940 △181,224

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 △4,654 △12,607

保険積立金の積立による支出 △1,506 △1,363

保険積立金の払戻による収入 － 40,321

差入保証金の差入による支出 △255 △98

差入保証金の回収による収入 2,298 1,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,117 28,045

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） △50,000 －

自己株式の純増減額（△は増加） △71 △38

配当金の支払額 △46 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,118 △89

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,627 △5,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 247,076 △159,060

現金及び現金同等物の期首残高 1,847,860 2,162,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,094,936 2,003,731
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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） 

（注）１.事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称 

   事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ＩＴソリューショ
ン・サービス 
事業（千円） 

電子部品及び
機器事業 
（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 
 820,518  993,137  1,813,656  －  1,813,656

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  1,271  1,271 (1,271)  －

計  820,518  994,408  1,814,927 (1,271)  1,813,656

営業利益（又は営業

損失） 
(206,158) (104,982) (311,141) 7 (311,133)

事業区分 事業内容 品目

ＩＴソリューシ

ョン・サービス 

事業 

システム 

ソリューション 

サーバー、ＰＣ、ストレージ、ｅＣＲＭソフトウェア、３次元機械ＣＡＤソフ

トウェア、ＣＡＤドキュメント作成ソフトウェア、３次元画像撮影・解析シス

テム、電力系統解析ソフトウェア、教育機関向けソフトウェア、ＢＣＭ関連シ

ステム、保険販売支援ツール、その他各種周辺機器及びソフトウェア 

ネットワーク 

ソリューション 

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、高速長距離無線

ＬＡＮシステム、無線ＬＡＮ機器及びソフトウェア、携帯電話基地局試験装

置、衛星通信情報伝送システム、Ｊ-ＡＬＥＲＴ対応システム、国際電話用回線

多重化装置、エコーキャンセラー、その他各種情報通信機器及び映像伝送装置 

電子部品及び 

機器事業 

電子部品及び機

器 

光通信用デバイス、光伝送シミュレーションシステム、データ集録・ＧＰＩＢ

製品、放送信号発生装置、防衛用機材、災害救護用機材、半導体、マイクロ波

通信機器用部品、集積回路、バッテリー、導電性樹脂接着剤、液晶パネル、タ

ッチパネル、その他各種電子部品及び機器 
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〔所在地別セグメント情報〕  

前第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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）中 国  ・・・ 中国 

(2）アジア ・・・ シンガポール 

(3）米 国  ・・・ 米国 

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

（注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・・・ シンガポール、マレーシア 

(2）中国・・・・・・・ 中国 

(3）その他の地域・・・ 米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
アジア
（千円） 

米国
（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 
 1,349,432  329,203  125,151  9,869  1,813,656  －  1,813,656

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 198,269  －  －  16,704  214,974 (214,974)  －

計  1,547,702  329,203  125,151  26,573  2,028,631 (214,974)  1,813,656

営業利益（又は営業

損失） 
(295,625) (6,499) (4,624) (5,002) (311,752)  618 (311,133)

  アジア 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  154,017  309,031  12,567  475,616

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,813,656

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.5  17.0  0.7  26.2
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

  当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。  

 当社グループは、本社に営業部を置き、各営業部及び子会社が一体となって、取り扱う製品・サービスに

ついて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「システムソリューション」、「ネットワークソリューション」及び「電子部品及び機器」の３つを報告セ

グメントとしております。  

 「システムソリューション」は、大学研究機関向けシステム、中央省庁向けシステム、製造業向け３次元

機械CAD、eコマースシステムなどを販売しております。「ネットワークソリューション」は、高画質映像伝

送装置、ブロードバンドネットワーク、地方自治体向けのJ-ALERT受信機等の非常時通信ネットワークなど

を販売しております。「電子部品及び機器」は、情報端末用半導体及び液晶、産業端末用タッチパネル、防

衛省向け機材などを販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

              （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 システムソリ

ューション 

ネットワー
クソリュー
ション 

電子部品及び
機器 

売上高             

外部顧客への売上

高 
 626,312  191,658     1,180,531  1,998,502  －  1,998,502

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 750  19,542  71  20,364  △20,364  －

計  627,062  211,200 1,180,603  2,018,867  △20,364  1,998,502

セグメント損失(△) △84,353 △73,505 △30,381  △188,240 －  △188,240

（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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