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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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3月期第2四半期 1,013 △2.1 △207 ― △213 ― △236 ―

22年3月期第2四半期 1,034 △28.2 △165 ― △152 ― △153 ―

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2四半期 △1,534.66 ―

22年3月期第2四半期 △997.19 ―

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2四半期 2,754 1,177 42.3 7,585.49
22年3月期 2,893 1,411 48.4 9,099.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,166百万円 22年3月期  1,399百万円

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  
 

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 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 250.00 250.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,300 23.4 100 875.4 100 386.0 100 ― 650.20



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 

（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） 

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 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） 23年3月期2Q  156,800株 22年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,000株 22年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 153,800株 22年3月期2Q 153,800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 
 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条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（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、アジア諸国をはじめ海外経済の改善や、国内経済対策の効果など

を背景に、景気は回復の兆しがみられるものの、世界経済の減速懸念は払拭されず、急激な円高による企業収益の

圧迫など、依然として景気に対する不透明感が続いております。 

このような経営環境の中、当社は、事業構造の改革を推進する新３ヵ年中期経営計画の 終年度「ブレークスル

ー」にあたり、社員一人ひとりが自覚と責任を明確にすることで、顧客の視点に立ち、顧客に新たな価値を提案す

る営業活動を推し進めることで、売上高の拡大に努めてまいりました。 

当第２四半期累計期間の事業部門別の概要は、以下の通りであります。 

（通信事業者／サービスプロバイダ部門） 

当部門におきましては、YouTubeなどの動画コンテンツ利用者の需要拡大に伴い、インターネット上でのトラヒ

ック増加に対する設備投資や、サービス品質の維持などの課題解決に向け、サービス利用者から見たサービス品質

の尺度である「QoE（Quality of Experience）：ユーザ体感品質」をテーマにしたセミナーを開催するなど、提案

活動の強化に努めてまいりました。また、営業活動では、海外通信事業者向け次世代移動体通信サービス

（Femtocell）構築プロジェクトの追加案件によるAAA認証サーバ商品およびカスタマイズド・ネットワーク・サー

ビスをはじめ、次世代3.9G移動体通信サービス（LTE）構築案件にアプリケーションパフォーマンスマネジメント

商品が採用されるなど、当社の強みである認証技術の領域で、着実に実績を積み上げております。しかしながら、

国内移動体通信事業者に向けた認証システムのカスタマイズド・ネットワーク・サービス案件では、プロジェクト

案件が高額であり、また、商談から受注、納品・検収までの期間が長期化するなど、当部門の売上に貢献するまで

には至りませんでした。その結果、売上高は112百万円（前年同期159百万円、前年同期比29.1％減）となりまし

た。 

（エンタープライズ部門） 

当部門におきましては、当事業年度の重点分野である金融業界向けネットワークサービスマネジメント構築案件

の受注拡大や、製造業を中心とする一般企業向けに、コスト削減対策や、戦略的なIT設備投資などの提案活動に注

力してまいりました。これにより、アプリケーションパフォーマンスマネジメント商品を採用した外資系証券会社

や保険会社などのネットワークサービスマネジメント構築案件や、大手物流会社の物流情報システム向け大規模ネ

ットワーク監視システム案件をはじめ、大手製造メーカのビデオ会議システムを採用した大規模ネットワーク構築

の継続案件、IPアドレスマネジメント商品および不正侵入防御セキュリティ商品を採用したネットワーク構築案件

などの受注を獲得いたしました。また、大手システムインテグレーターが運営するデータセンタの帯域保証サービ

スにAnagran社フロー公平制御商品が採用されるなど、当部門の受注、売上は順調に増加しました。その結果、売

上高は382百万円（前年同期343百万円、前年同期比11.4％増）となりました。 

（保守サービス部門） 

当部門では、保守業務の一部内製化により、業務委託費の削減および作業の効率化を図ってまいりました。しか

しながら、既存顧客の保守契約更新率の向上を図るものの、新規保守契約が低調に推移したことから、売上は若干

減少しました。その結果、売上高は518百万円（前年同期532百万円、前年同期比2.7％減）となりました。 

当第２四半期累計期間における売上高は1,013百万円（前年同期1,034百万円、前年同期比2.1％減）となりまし

た。売上高につきましては、前年同期と比較すると若干減少しておりますが、外資系証券会社や保険会社から受注

を獲得しているネットワークサービスマネジメント構築案件は、納品・検収までの期間が長期化することから、当

第2四半期累計期間の業績に貢献するまでには至りませんでした。 

損益面につきましては、売上高の減少に伴う利益の減少に加え、エンジニアの人件費等、事業基盤強化のための

先行投資に伴う営業費用の増加により、営業損失は207百万円（前年同期は165百万円の損失）、経常損失は213百

万円（前年同期は152百万円の損失）となりました。また、当社が保有する大手金融機関株式の下落に伴う評価損

14百万円および資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額６百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失は

236百万円（前年同期は153百万円の損失）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期の流動資産は、2,402百万円（前事業年度末は2,531百万円）となり129百万円減少いたしました。

これは、借入金の増加等による現金及び預金の増加（1,464百万円から1,632百万円へ168百万円増加）、回収等に

よる売上債権の減少（785百万円から341百万円へ444百万円減少）、商品の増加（22百万円から97百万円へ74百万

円増加）、前渡金の増加（224百万円から282百万円へ58百万円増加）等が主な要因であります。 

当第２四半期の固定資産は、352百万円（前事業年度末は361百万円）となり８百万円減少いたしました。特筆す

べき事項はありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



当第２四半期の流動負債は、1,533百万円（前事業年度末は1,455百万円）となり77百万円増加いたしました。こ

れは、支払等による仕入債務の減少（340百万円から122百万円へ218百万円減少）、短期借入金の増加（680百万円

から791百万円へ111百万円増加）、前受金の増加（350百万円から505百万円へ155百万円増加）等が主な要因であ

ります。 

当第２四半期の固定負債は、43百万円（前事業年度末は26百万円）となり17百万円増加いたしました。これは、

資産除去債務の計上10百万円が主な要因であります。 

当第２四半期の純資産は、1,177百万円（前事業年度末は1,411百万円）となり233百万円減少いたしました。こ

れは、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少（△131百万円から△367百万円へ236百万円減少）が主な要因

であります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月27日付にて第2四半期累計期間の業績予想についての修正を公表しましたが、通期予想については

変更いたしておりません。 

今後の見通しにつきましては、引き続き積極的な営業活動の推進による受注拡大に注力してまいりますが、当初

の利益目標を達成するために、役員報酬の減額をはじめとした人件費の削減、一般管理費の圧縮に努めることで、

更なる業務の効率化を高めると共に、収益の回復を図ってまいります。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ259千円増加し、税引前四半期純損失が7,219千円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は10,066千円であります。 

（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。 

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（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22年９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 1,632,959 1,464,061

受取手形及び売掛金 341,492 785,995

商品 97,530 22,625

仕掛品 21,261 2,578

前渡金 282,645 224,512

その他 27,159 34,006

貸倒引当金 △1,032 △2,257

流動資産合計 2,402,016 2,531,521

固定資産   

有形固定資産 79,556 84,699

無形固定資産 31,724 25,796

投資その他の資産 241,682 251,453

固定資産合計 352,963 361,949

資産合計 2,754,979 2,893,471

負債の部   

流動負債   

買掛金 122,723 340,918

短期借入金 791,800 680,200

未払法人税等 4,133 6,862

賞与引当金 39,340 19,107

前受金 505,276 350,153

その他 70,309 58,597

流動負債合計 1,533,582 1,455,837

固定負債   

資産除去債務 10,066 －

その他 33,610 26,399

固定負債合計 43,676 26,399

負債合計 1,577,259 1,482,237

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △367,397 △131,367

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,164,939 1,400,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,708 △1,499

評価・換算差額等合計 1,708 △1,499

新株予約権 11,071 11,763

純資産合計 1,177,719 1,411,233

負債純資産合計 2,754,979 2,893,471



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,034,987 1,013,467

売上原価 697,717 730,804

売上総利益 337,270 282,663

販売費及び一般管理費 503,145 490,640

営業損失（△） △165,875 △207,977

営業外収益   

受取利息 962 315

受取配当金 1,932 1,790

為替差益 11,587 －

受取保険金 2,360 －

その他 1,003 759

営業外収益合計 17,847 2,864

営業外費用   

支払利息 4,239 6,133

為替差損 － 2,003

その他 － 33

営業外費用合計 4,239 8,170

経常損失（△） △152,267 △213,283

特別利益   

貸倒引当金戻入額 589 1,225

新株予約権戻入益 200 691

特別利益合計 789 1,917

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14,655

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,959

特別損失合計 － 21,614

税引前四半期純損失（△） △151,478 △232,981

法人税、住民税及び事業税 1,890 1,890

法人税等調整額 － 1,158

法人税等合計 1,890 3,048

四半期純損失（△） △153,368 △236,030



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △151,478 △232,981

減価償却費 19,227 22,517

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,711 20,233

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △589 △1,225

受取利息及び受取配当金 △2,895 △2,105

支払利息 4,239 6,133

売上債権の増減額（△は増加） 279,366 444,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,211 △93,587

仕入債務の増減額（△は減少） △121,233 △218,194

その他 9,468 141,549

小計 73,029 86,842

利息及び配当金の受取額 2,792 2,373

利息の支払額 △4,399 △6,169

法人税等の支払額 △3,780 △3,780

法人税等の還付額 388 528

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,031 79,795

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 △130,730 △277,532

定期預金の払戻による収入 122,828 272,858

有形固定資産の取得による支出 △6,844 △4,224

無形固定資産の取得による支出 △720 △410

投資有価証券の取得による支出 △2,907 △182

その他 △1,715 △2,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,089 △12,125

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） 80,200 111,600

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,338 △7,741

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,861 103,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 △7,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,698 164,223

現金及び現金同等物の期首残高 970,454 910,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,094,152 1,075,041



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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