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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 464 △19.0 △253 ― △238 ― △212 ―

22年3月期第2四半期 573 △27.4 △339 ― △328 ― △348 ―

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 △33.79 ―

22年3月期第2四半期 △58.68 ―

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 1,302 1,005 77.2 159.99
22年3月期 1,476 1,220 82.7 194.25

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,005百万円 22年3月期  1,220百万円

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 ― ― ― ― ―

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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 1,260 3.5 △320 ― △280 ― △250 ― △39.78



(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.4 「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 6,284,944株 22年3月期  6,284,944株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 6,284,944株 22年3月期2Q 5,935,781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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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等については、四半期決算短信 【添付資料】 P.3 「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２四半期会計期間における我が国経済は、為替市場における急激な円高の進行により、持ち直し傾向にあ

ったアジア地域向け輸出にブレーキがかかる等、加工型産業を中心に足踏み状態となったため、本年６月から３

ヶ月連続で鉱工業生産が前月比で減少に転じる等、回復が滞る状態となりました。また政府の月例経済報告も、

前記した環境を鑑み、景気の基調判断を持ち直しから足踏み状態への下方修正される結果となりました。 

当社が属する情報通信・エレクトロニクス業界におきましては、国内外の様々な景気対策により、薄型テレビ

や省エネルギー家電の新製品の需要の盛り上がり等業界の一部に活況を呈する新製品も出現し、市場は回復傾向

となったものの、産業機器分野や通信機器分野は依然として厳しい状況が続き、また円高の進行に伴い、企業の

研究開発投資厳選の動きが加速する等、期の後半にかけ不透明感が増しています。 

このような市場環境ではありますが、当社は新年度より組織変更を行い、より積極的に情報家電メーカーや半

導体メーカーへのアプローチを展開するとともに、製品販売比率の拡大に努め、利益率の改善を指向する等、積

極的に事業改革に取り組むとともに、需要回復基調に入りつつある通信系や映像系の電機関連企業、車載技術関

連企業への営業活動に力を注ぎ、収益基盤の拡大に努めてまいりましたが、お客様における製品開発投資の厳選

に伴う開発サービス分野における需要低迷や、ハードウエア製品の一部で生じた市場投入の遅れを補うことはで

きませんでした。 

ハードウェア製品関連につきましては、通信関連産業からの大口需要獲得や、電気関連業界からの需要に基づく

評価ボードの売上寄与、及び車載機器関連産業からの需要獲得がありましたが、産業用コンピュータ製品の発売の

遅れもあり、当社への引き合い数は増加傾向にあるものの、第２四半期までの業績に取り込むまでには至りません

でした。この結果、売上高は42百万円となりました。 

ソフトウェア製品関連につきましては、当社の保有するミドルウエアライブラリの高い技術にお客様の評価が集

まり、順調に販売に寄与しております。また当社が力を注いできたネットワークカメラ関連市場向けの製品が注目

を集めているとともに、生産機器向け製品の需要開拓も実を結びつつあります。さらに半導体メーカーとの協調ビ

ジネスもプロジェクトが進行し、かつアライアンス製品の販売も軌道に乗りつつありますが、第２四半期までの業

績に取り込むまでには至りませんでした。この結果、売上高は60百万円となりました。 

有償サポート関連につきましては、これまで蓄積してまいりました通信関連産業向け製品や、自動車関連産業向

け製品、産業機器産業向け製品に関する有償サポートは、お客様からの需要に支えられ堅調に推移しております。

この結果、売上高は18百万円となりました。 

開発サービス関連につきましては、当社が有する高度なエンジニアリング力を効果的に活用した高付加価値のサ

ービスの提供に努め、お客様の高度化・多様化する需要への対応力強化を行い、エレクトロニクス関連分野や自動

車関連分野の新規需要開拓を推進するとともに、技術的優位性を持つ鉄道・社会資本関連産業への提案型営業に注

力してまいりましたが、事業環境が大きく変化し、当社も受注を厳選したSI事業の稼働率低下が響き、業績は厳し

いまま推移いたしました。この結果、売上高は95百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は2億18百万円(前年同四半期比39.2％減少)となりました。 

利益面につきましては、経営構造改革を進め、またコストの一層の削減に努めた結果、改善傾向にはあります

が、営業損失1億12百万円(前年同四半期は1億39百万円の営業損失)、経常損失は1億4百万円(前年同四半期は1億

35百万円の経常損失)、四半期純損失は1億1百万円(前年同四半期は1億44百万円の四半期純損失)と、それぞれ損

失計上のやむなきに至りました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における総資産は、13億2百万円となり、第１四半期会計期間末に比べ1億円減少いた

しました。これは主に、有価証券の増加90百万円、現金及び預金の増加52百万円があったものの、投資有価証券

の減少1億74百万円、受取手形及び売掛金の減少65百万円等によるものであります。 

負債の部は、2億96百万円となり、第１四半期会計期間末に比べ13百万円減少いたしました。これは主に、長

期前受収益の減少10百万円等によるものであります。 

純資産の部は、10億5百万円となり、第１四半期会計期間末に比べ87百万円減少いたしました。これは主に、

利益剰余金の減少1億1百万円等によるものであります。 

キャッシュフローの状況 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純損失1億

円、たな卸資産の増加13百万円、貸倒引当金の減少12百万円があったものの、投資有価証券売却による収入98百

万円、売上債権の減少額65百万円、仕入債務の増加額18百万円等により、第１四半期会計期間末と比較して52百

万円増加し、当第２四半期会計期間末の資金は、2億31百万円となりました。 

また、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

当第２四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は47百万円（前年同四半期比56.3％増加）と

なりました。 

これは主に、売上債権の減少額65百万円（前年同四半期比131.9％増加）、仕入債務の増加額18百万円（前

年同四半期比31.3％減少）があったものの、税引前四半期純損失1億円（前年同四半期比30.1％減少）、たな

卸資産の増加13百万円（前年同四半期比114.8％増加）、貸倒引当金の減少12百万円（前年同四半期比47.6

倍）等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期会計期間において、投資活動の結果得られた資金は1億円（前年同四半期は投資活動の結果使

用した資金55百万円）となりました。 

これは主に、投資有価証券売却による収入98百万円（前年同四半期はなし）等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期会計期間において、財務活動による収入、支出はございませんでした。（前年同四半期は財務

活動の結果使用した資金0百万円） 

（３）業績予想に関する定性的情報 

当社の属する情報通信・エレクトロニクス業界は、深刻な景気低迷やデフレ経済の影響を受け、前期までは大

幅な需要減少となっておりましたが、各種経済対策の効果や、新興工業国経済の成長路線への回帰の影響は大き

く、また携帯電子端末や三次元対応テレビ等一部のデバイス類や家電製品に新製品開発増強の動きが見られる

等、徐々に業績回復の兆しを見せております。しかし国内の民間設備投資はデフレの進行もあり低水準で推移し

ていたところに急速な円高の進行もあり、加えてエコカー補助金の終了に伴い、自動車関連産業の工業生産高の

下落が予想されるため極めて低調に推移しており、また個人消費も雇用不安から低迷が続く等、経済環境は足踏

み状態がしばらく続くことが見込まれます。さらに当社の主要なお客様である国内電機メーカー各社におきまし

ては、韓国や中国等のエレクトロニクスメーカーが急速に技術力を強化し、際立ったコスト競争力で業績を拡大

しているため、今まで以上に製品開発の短期化、機能・デザイン強化等全ての要素で競争が激化するとともに、

開発の高度化、複雑化が進行しています。 

このような事業環境の中で当社は、今年度後半より、産業コミュニケーション事業部とリブウエア事業部の二

つの事業部制による新たな経営組織を発足させ、今まで以上に半導体メーカーとのアライアンスの強化、ミドル

ウエアのライブラリをはじめとする製品群の強化、さらにはボードを中心としたODMビジネスの拡充に努め、事

業基盤の一層の強化を行うとともに、さらなるローコストオペレーションの推進により収益体質の一層の改善を

行い、他に類を見ない半導体LSIの設計からミドルウエア開発、ハードウエア開発、そして制御系開発までをお

客様に一貫してご提供できる技術集約型のオンリーワン企業を目指したいと考えています。 



（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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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304千円増加し、税引前四半期純損失は、1,963千円増加して

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6,397千円であります。 

（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 168,245 121,504

受取手形及び売掛金 216,565 313,146

有価証券 153,867 112,846

製品 29,231 8,138

仕掛品 25,561 31,952

原材料 4,590 3,374

その他 79,499 19,536

貸倒引当金 △1,090 △2,120

流動資産合計 676,472 608,379

固定資産   

有形固定資産 ※  111,344 ※  111,480

無形固定資産 47,423 49,146

投資その他の資産   

投資有価証券 410,333 691,525

その他 60,543 32,393

貸倒引当金 △3,935 △15,961

投資その他の資産合計 466,941 707,958

固定資産合計 625,709 868,584

資産合計 1,302,181 1,476,963



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,406 60,171

未払法人税等 4,363 8,368

賞与引当金 40,743 76,536

製品保証引当金 27,960 34,771

その他 104,462 57,254

流動負債合計 219,935 237,102

固定負債   

退職給付引当金 3,770 3,770

長期未払金 3,431 15,074

長期前受収益 63,663 －

その他 5,864 190

固定負債合計 76,728 19,034

負債合計 296,664 256,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金 81,886 1,077,567

利益剰余金 △212,351 △995,680

株主資本合計 1,071,570 1,283,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,053 △63,096

評価・換算差額等合計 △66,053 △63,096

純資産合計 1,005,517 1,220,826

負債純資産合計 1,302,181 1,476,963



（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  573,238 ※1  464,070

売上原価 459,985 272,254

売上総利益 113,253 191,815

販売費及び一般管理費 ※2  452,322 ※2  444,985

営業損失（△） △339,069 △253,169

営業外収益   

受取利息 8,307 12,858

受取配当金 110 120

その他 2,329 4,356

営業外収益合計 10,746 17,334

営業外費用   

為替差損 273 1,079

投資事業組合運用損 － 1,593

営業外費用合計 273 2,672

経常損失（△） △328,596 △238,508

特別利益   

貸倒引当金戻入額 960 4,401

賞与引当金戻入額 － 15,566

役員退職慰労引当金戻入額 2,676 －

関係会社株式売却益 － 850

投資有価証券売却益 108 6,884

役員退職慰労長期未払金債務免除益 － 4,115

特別利益合計 3,744 31,818

特別損失   

固定資産売却損 － 723

固定資産除却損 310 1,224

投資有価証券評価損 － 321

会社分割関連費用 19,988 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

特別損失合計 20,299 3,929

税引前四半期純損失（△） △345,150 △210,619

法人税、住民税及び事業税 3,145 1,732

法人税等合計 3,145 1,732

四半期純損失（△） △348,295 △212,351



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 ※1  359,841 ※1  218,656

売上原価 297,801 124,865

売上総利益 62,040 93,790

販売費及び一般管理費 ※2  201,731 ※2  205,992

営業損失（△） △139,691 △112,202

営業外収益   

受取利息 3,220 4,961

助成金収入 － 2,878

その他 753 527

営業外収益合計 3,974 8,367

営業外費用   

為替差損 199 421

営業外費用合計 199 421

経常損失（△） △135,916 △104,255

特別利益   

貸倒引当金戻入額 270 4,191

投資有価証券売却益 － 868

特別利益合計 270 5,060

特別損失   

固定資産売却損 － 723

固定資産除却損 267 51

投資有価証券評価損 － 321

会社分割関連費用 7,503 －

特別損失合計 7,771 1,096

税引前四半期純損失（△） △143,418 △100,291

法人税、住民税及び事業税 1,493 945

法人税等合計 1,493 945

四半期純損失（△） △144,911 △101,236



（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（△） △345,150 △210,619

減価償却費 17,470 17,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △960 △13,056

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,369 △35,792

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,018 △6,810

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,232 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,310 －

受取利息及び受取配当金 △8,417 △12,978

為替差損益（△は益） 275 317

投資事業組合運用損益（△は益） － 1,593

固定資産売却損益（△は益） － 723

固定資産除却損 310 1,224

投資有価証券評価損益（△は益） － 321

投資有価証券売却損益（△は益） △108 △6,884

関係会社株式売却損益（△は益） － △850

売上債権の増減額（△は増加） 234,355 96,580

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 12,026

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,483 △15,919

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

仕入債務の増減額（△は減少） △28,516 △17,764

その他 1,918 △9,089

未払又は未収消費税等の増減額 － 3,666

小計 △68,494 △194,251

利息及び配当金の受取額 8,375 10,131

特別退職金の支払額 △46,862 －

法人税等の支払額 △3,750 △4,171

営業活動によるキャッシュ・フロー △110,731 △188,292

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 △4,963 △6,899

有形固定資産の売却による収入 － 1,300

無形固定資産の取得による支出 △15,295 △7,183

投資有価証券の取得による支出 △346,550 －

投資有価証券の売却による収入 298,800 217,500

関係会社株式の売却による収入 － 4,350

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 352 115

敷金及び保証金の差入による支出 △1,154 △50

敷金及び保証金の回収による収入 9,761 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,849 209,132

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △89 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 △46

現金及び現金同等物に係る換算差額 △275 △317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △170,946 20,476

現金及び現金同等物の期首残高 718,764 210,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  547,817 ※  231,232



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



（四半期貸借対照表関係）  

（四半期損益計算書関係）  

（四半期キャッシュフロー関係） 

（６）その他注記情報

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 
（平成22年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、178,080千円であ

ります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、174,874千円であ

ります。 

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） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当  135,052千円 

賞与引当金繰入額  26,173  

役員退職慰労引当金繰入額  866  

研究開発費  34,846  

研修活動費  70,290  

減価償却費  5,672  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当  119,931千円 

賞与引当金繰入額  16,589  

研究開発費  93,054  

研修活動費  63,168  

減価償却費  6,750  

前第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四半

期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四半期

会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当  68,098千円 

賞与引当金繰入額  14,046  

研究開発費 19,834  

研修活動費 10,606  

減価償却費 3,239  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当  56,193千円 

賞与引当金繰入額  △313  

研究開発費 58,458  

研修活動費 24,432  

減価償却費 3,352  

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） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在）

  

  （千円）

現金及び預金勘定 250,869

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
296,948

現金及び現金同等物 547,817

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年９月30日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 168,245

有価証券勘定 153,867

取得日から償還日までの期間が 

３ヶ月を超える有価証券 
△90,880

現金及び現金同等物 231,232
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