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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 18,385 △0.5 485 △75.1 551 △72.5 313 △73.3

22年3月期第3四半期 18,479 0.7 1,948 △2.0 2,009 △4.9 1,173 △4.3

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3四半期 25.33 ―

22年3月期第3四半期 94.91 ―

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3四半期 37,390 29,776 79.6 2,407.52
22年3月期 36,768 29,959 81.5 2,422.26

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  29,776百万円 22年3月期  29,959百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
23年3月期 ― 20.00 ―

23年3月期 
（予想）

20.00 40.00

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  有  
 

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 25,000 △3.2 1,250 △61.3 1,300 △60.8 750 △57.2 60.64



(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 

（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】3ページ「2.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3Q  12,373,500株 22年3月期  12,373,500株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  5,365株 22年3月期  5,285株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  12,368,161株 22年3月期3Q 12,368,322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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、【添付資料】3 ページ「1.当四半期の業績等に関する定性的情報（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. 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3四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の改善により輸出や生産が緩やかに増加し、

企業収益の回復基調が続きました。一方で、円高が続くとともに、国内での経済政策効果の一巡や個人

消費を支える雇用・所得環境が引き続き厳しい状況にあることから、景気の回復は減速傾向にあります。 

情報通信業界におきましては、次世代ネットワーク（NGN）や次世代移動体通信（LTE）といった次世

代の通信インフラ整備への投資が続き、これらの通信インフラを利活用するためのサービス基盤や応用

システムの開発も進められました。特に、ネットワーク上にあるアプリケーションやサーバ等のITリソ

ースをサービスとして提供・利用する「クラウドコンピューティング」や、家電・モバイル端末をネッ

トワークにつなげて様々なサービスを実現する「ホームICT」のような新たなサービス基盤の開発に具

体的な進展がみられました。また、モバイル分野ではスマートフォンやタブレット端末の台頭により、

モバイル端末の新たな活用に向けた新サービスの創出が期待される状況となりました。 

しかしながら、システム開発の現場におきましては、顧客企業のIT投資が依然抑制傾向にあることか

ら、厳しい受注環境が続きました。 

このような事業環境の中で当社は、ネットワーク管理システムや携帯端末システムの開発を中心に、

受注の拡大を図ってまいりました。また、持続的な成長に向け、基幹系通信システム分野以外の受注を

拡大すべく、積極的な営業を展開してまいりました。しかしながら、不採算案件の損失が拡大したこと

により、業績が悪化いたしました。 

以上の結果、売上高は18,385百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は485百万円（前年同期比75.1％

減）、経常利益は551百万円（前年同期比72.5％減）、四半期純利益は313百万円（前年同期比73.3％減）

となりました。 

 

＜セグメント別の概況＞ 

文中における金額につきましては、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

①ソフトウェア開発関連事業 

イ ノードシステム 

伝送システム関連及び構内交換機（PBX）関連の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は3,751百万円（前年同期比0.2％増）となりました。 

ロ モバイルネットワークシステム 

携帯端末関連の売り上げは増加いたしましたが、第3世代移動体通信にかかわるシステム開発が

終息傾向にあり、無線基地局関連の売り上げは減少いたしました。 

この結果、売上高は4,250百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

ハ ネットワークマネジメントシステム 

現行ネットワークの更新に伴う開発関連の売り上げは増加いたしましたが、第3世代移動体通信

にかかわるシステム関連の売り上げは減少いたしました。 

この結果、売上高は6,682百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

ニ オープンシステム 

官公庁向けシステム関連及びインターネットビジネスシステム関連の売り上げが増加いたしま

した。 

この結果、売上高は2,673百万円（前年同期比28.6％増）となりました。 



 

 

ホ 組み込みシステム 

車載システム等の制御ソフトウェア関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は744百万円（前年同期比3.7％減）となりました。 

 

②その他 

SI関連及び製品販売関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は284百万円（前年同期比22.2％減）となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

当第3四半期末の資産は、現金及び預金が1,276百万円増加し、仕掛品が917百万円増加した一方、売

掛金が1,367百万円減少した結果、前事業年度末に比べ621百万円増加し、37,390百万円となりました。 

負債は、受注損失引当金1,760百万円を計上した一方、未払法人税等が647百万円減少、賞与引当金が

579百万円減少した結果、前事業年度末に比べ804百万円増加し、7,613百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金が181百万円減少した結果、前事業年度末に比べ182百万円減少し、29,776百万

円となりました。 

 

（3）業績予想に関する定性的情報 

一部不採算案件の影響が当初予想を上回る見通しとなったため、平成22年11月8日に公表いたしまし

た平成23年3月期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の通期業績予想を修正することといたし

ました。 

詳細につきましては、本日（平成23年1月26日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、

今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

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簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目を重要なものに限定しております。 

 

（2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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、当第3四半期累計期間の税引前四半期純利益は14,900千円減少しております。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14,900千円であります。 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 13,297,930 12,021,702

売掛金 5,983,940 7,351,765

有価証券 351,444 151,370

仕掛品 988,678 71,593

その他 1,993,514 1,533,975

貸倒引当金 △1,700 △700

流動資産合計 22,613,809 21,129,707

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,775,501 4,948,658

土地 4,756,706 4,756,706

その他（純額） 239,402 243,034

有形固定資産合計 9,771,610 9,948,399

無形固定資産 72,661 65,908

投資その他の資産   

投資有価証券 3,183,714 3,884,472

その他 1,752,362 1,748,663

貸倒引当金 △3,840 △8,790

投資その他の資産合計 4,932,236 5,624,345

固定資産合計 14,776,509 15,638,653

資産合計 37,390,318 36,768,360

負債の部   

流動負債   

買掛金 771,482 973,611

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 21,001 668,730

賞与引当金 196,750 775,836

受注損失引当金 1,760,000 －

資産除去債務 14,900 －

その他 2,456,256 2,090,368

流動負債合計 5,720,390 5,008,546

固定負債   

退職給付引当金 1,217,187 1,124,336

その他 676,193 676,443

固定負債合計 1,893,380 1,800,779

負債合計 7,613,770 6,809,326



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,500,550 8,500,550

資本剰余金 8,647,050 8,647,050

利益剰余金 12,635,885 12,817,293

自己株式 △14,999 △14,860

株主資本合計 29,768,486 29,950,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,061 9,001

評価・換算差額等合計 8,061 9,001

純資産合計 29,776,547 29,959,034

負債純資産合計 37,390,318 36,768,360



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 18,479,851 18,385,994

売上原価 14,001,604 15,371,058

売上総利益 4,478,247 3,014,936

販売費及び一般管理費 2,530,083 2,529,087

営業利益 1,948,163 485,848

営業外収益   

受取利息 48,873 43,260

受取配当金 425 1,230

受取賃貸料 33,144 32,387

その他 6,115 9,793

営業外収益合計 88,558 86,671

営業外費用   

支払利息 4,158 3,143

賃貸収入原価 18,306 17,434

貸倒引当金繰入額 4,950 －

その他 300 －

営業外費用合計 27,714 20,578

経常利益 2,009,007 551,942

特別利益   

投資有価証券売却益 478 －

特別利益合計 478 －

特別損失   

固定資産除却損 3,106 3,207

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,900

その他 － 1,326

特別損失合計 3,106 19,433

税引前四半期純利益 2,006,379 532,508

法人税、住民税及び事業税 585,000 646,000

法人税等調整額 247,485 △426,810

法人税等合計 832,485 219,189

四半期純利益 1,173,894 313,319



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 2,006,379 532,508

減価償却費 292,377 240,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,990 △3,950

賞与引当金の増減額（△は減少） △462,900 △579,086

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 1,760,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124,902 92,850

受取利息及び受取配当金 △49,298 △44,490

支払利息 4,158 3,143

売上債権の増減額（△は増加） 261,228 1,367,824

たな卸資産の増減額（△は増加） 172,582 △916,971

仕入債務の増減額（△は減少） △200,487 △202,129

その他 354,405 439,876

小計 2,512,338 2,690,531

利息及び配当金の受取額 43,097 43,355

利息の支払額 △3,623 △2,754

法人税等の支払額 △1,531,360 △1,254,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,020,451 1,477,039

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 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 1,300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △15,062 △35,788

無形固定資産の取得による支出 △29,784 △18,381

投資有価証券の取得による支出 △342,590 △200,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,478 500,000

その他 37,914 46,750

投資活動によるキャッシュ・フロー 652,955 292,580

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △126 △138

配当金の支払額 △492,343 △493,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △492,469 △493,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180,937 1,276,302

現金及び現金同等物の期首残高 10,464,078 12,673,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,645,016 13,949,375



 

 

（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

①報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、主たる事業である基幹系通信システム、業務システム、組み込みシステム等に関するソフ

トウェアの受託開発及びそれにかかわる事業の売上高が全体の90％以上を占めております。また、利

益につきましても、不採算案件の発生により受注損失引当金を計上したため一時的に「ソフトウェア

開発関連事業」の利益が減少しておりますが、これを除けば「ソフトウェア開発関連事業」の利益が

全体の90％を上回ります。このため当社では、この事業を担当する顧客別に編成された3つの事業本

部からなる「ソフトウェア開発関連事業」を報告セグメントとしております。 

 

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3四半期累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

 
ソフトウェア

開発関連事業 

その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期損益 

計算書計上額

（注3） 

売上高   

 外部顧客への売上高 18,101,124 284,870 18,385,994 － 18,385,994

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 53,105 △53,105 － － －

計 18,154,229 231,765 18,385,994 － 18,385,994

セグメント利益又は損失

（△） 
579,384 △91,359 488,024 △2,175 485,848

（注）1． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売事業等を含

んでおります。 

2．セグメント利益又は損失の調整額△2,175千円は、各報告セグメントに配分していない人件費であ

ります。 

3．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

第1四半期会計期間より、「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。 

 



 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 



 

 

4．補足情報 

（1）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 3,588,465 3,807,855 6.1 4,983,635

モバイルネットワークシステム 4,680,641 4,376,785 △6.5 6,230,347

ネットワークマネジメントシステム 6,692,270 6,898,486 3.1 9,270,058

オープンシステム 2,111,462 2,823,271 33.7 2,974,315

 

組み込みシステム 765,649 744,093 △2.8 1,015,458

ソフトウェア開発関連事業 17,838,489 18,650,492 4.6 24,473,814

その他 371,777 332,322 △10.6 763,895

合  計 18,210,267 18,982,815 4.2 25,237,709

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 
受注高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 3,805,234 3,860,960 1.5 4,813,886

モバイルネットワークシステム 4,178,426 4,041,172 △3.3 5,955,294

ネットワークマネジメントシステム 6,478,085 6,611,322 2.1 9,260,686

オープンシステム 2,188,272 2,814,402 28.6 3,283,419

 

組み込みシステム 627,522 922,519 47.0 836,526

ソフトウェア開発関連事業 17,277,541 18,250,377 5.6 24,149,812

その他 378,192 349,062 △7.7 791,699

合  計 17,655,733 18,599,439 5.3 24,941,511

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 



 

 

 

受注残高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 904,037 610,950 △32.4 501,220

モバイルネットワークシステム 828,766 797,186 △3.8 1,006,463

ネットワークマネジメントシステム 723,399 674,514 △6.8 745,309

オープンシステム 404,201 696,690 72.4 555,521

 

組み込みシステム 233,465 371,086 58.9 192,660

ソフトウェア開発関連事業 3,093,870 3,150,428 1.8 3,001,175

その他 107,584 201,208 87.0 137,016

合  計 3,201,454 3,351,636 4.7 3,138,191

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成21年 4月 1日
至 平成21年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 3,742,803 3,751,230 0.2 5,154,272

モバイルネットワークシステム 4,754,342 4,250,449 △10.6 6,353,513

ネットワークマネジメントシステム 6,765,642 6,682,116 △1.2 9,526,332

オープンシステム 2,078,624 2,673,233 28.6 3,022,450

 
組み込みシステム 772,511 744,093 △3.7 1,022,320

ソフトウェア開発関連事業 18,113,923 18,101,124 △0.1 25,078,889

その他 365,927 284,870 △22.2 750,002

合  計 18,479,851 18,385,994 △0.5 25,828,892

（注）1．セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 
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