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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 1,753 3.0 △199 ― △214 ― △223 ―

22年3月期第3四半期 1,702 △18.8 △175 ― △163 ― △185 ―

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 △1,453.04 ―

22年3月期第3四半期 △1,204.39 ―

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 2,773 1,180 42.2 7,608.05
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3四半期  1,170百万円 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  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 3,000 12.2 55 436.5 46 123.6 42 ― 273.08



(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3Q  156,800株 22年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q 153,800株 22年3月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外における経済の回復や、国内経済対策の

効果などを背景に、緩やかに回復しつつあるものの、改善の動きに一服感が見られました。ただ、世界経済の減速

懸念は払拭されず、国内株価の低迷や円高の進行の影響により、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、今年度は当社にとって、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」にあたります。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３四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、スマートフォンの普及による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が増加し、インフラ設備投資や、サービス品質の維持などの課題解決に「体感品

質（QoE：Quality of Experience）」をテーマに当社主催セミナーの参加者（通信事業者およびインターネット接

続事業者）へのフォローアップ営業活動の強化に注力してまいりました。 

これにより、海外通信事業者の次世代移動体通信サービス（Femtocell）構築プロジェクトの継続案件や、地域

WiMAX構築の継続案件でのAAA認証サーバ商品およびカスタマイズド・ネットワーク・サービスの受注を獲得しまし

た。その他通信事業者は、肥大化するネットワークトラヒックの監視強化に向け、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ネットワーク監視システムの継続案件や、新規案件を獲得するなど、当社の強みで

ある認証技術の領域などで、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194百万円（前年同期230百万円、前年同期比15.7％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、今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、外資系証券会社や保険会社などのアプリケーションパフォーマンスマネジメン

ト商品を採用したネットワークサービスマネジメント構築案件をはじめ、製造業を中心とする一般企業では、ビデ

オ会議システム構築の継続案件や、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は、引き続き堅調に推移しました。また、大手製造メーカ関連会社の本社移転に

伴うネットワーク構築案件の受注を獲得したほか、日本ユニシスが運営するデータセンタの帯域管理に採用された

Anagran社フロー公平制御商品が稼働を開始するなど、当部門の受注、売上は順調に推移しました。その結果、売

上高は776百万円（前年同期687百万円、前年同期比13.0％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。これ

により、既存顧客の保守契約更新率の向上を図るとともに、新規保守契約も若干増加したものの、当部門の売上は

前年同期と比べて僅かながら下回りました。 

その結果、売上高は782百万円（前年同期785百万円、前年同期比0.3％減）となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,753百万円（前年同期1,702百万円、前年同期比3.0％

増）と、前年同期と比べて僅かながら上回りました。 

損益面につきましては、第２四半期以降、徐々に受注状況等の回復が見られたものの、第１四半期の売上高の減

少に伴う利益の減少に加え、基盤強化のための先行投資に伴う営業費用の増加分を補うまでには至らず、営業損失

は199百万円（前年同期は175百万円の損失）、経常損失は214百万円（前年同期は163百万円の損失）となりまし

た。また、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223百

万円（前年同期は185百万円の損失）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の流動資産は、2,379百万円（前事業年度末は2,531百万円）となり151百万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1,515百万円へ51百万円増加）、回収等によ

る売上債権の減少（785百万円から460百万円へ325百万円減少）、商品の増加（22百万円から77百万円へ54百万円

増加）、前渡金の増加（224百万円から273百万円へ48百万円増加）等が主な要因であります。 

当第３四半期の固定資産は、393百万円（前事業年度末は361百万円）となり31百万円増加いたしました。これ

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



は、販売目的ソフトウェアの取得29百万円が主な要因であります。 

当第３四半期の流動負債は、1,542百万円（前事業年度末は1,455百万円）となり86百万円増加いたしました。こ

れは、支払等による買掛金の減少（340百万円から157百万円へ183百万円減少）、短期借入金の増加（680百万円か

ら800百万円へ120百万円増加）、前受金の増加（350百万円から479百万円へ129百万円増加）等が主な要因であり

ます。 

当第３四半期の固定負債は、49百万円（前事業年度末は26百万円）となり23百万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３四半期の純資産は、1,180百万円（前事業年度末は1,411百万円）となり230百万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△354百万円へ223百万円減少）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23年３月期の業績につきましては、本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表したとおり通期の業

績予想を修正しております。 

今後の見通しにつきましては、売上目標の達成に向けた重点施策として、①受注の拡大に向けた営業、販売力の

更なる強化、②収益力の改善に向けた選択と集中を実施することで、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。 

受注の拡大に向けた営業、販売力の更なる強化 

①イベント/セミナーの獲得リードを有効活用した営業活動の強化 

②販売チャネルパートナーの拡大とビジネスモデルの強化 

③注力する重点ターゲット分野への経営リソースの投入。 

・移動体通信事業者：LTE/従量課金に向けた加入者の管理 （Juniper/RAZOOM/Bridgewater） 

・外資系金融機関：証券取引のモニタリング（NetScout） 

・データセンタ：仮想化環境の障害分析と遠隔監視（eGI/Avocent/APCON） 

・大手エンタープライズ：テレビ会議システムによるコスト削減（TANDBERG/Vidyo） 

収益力の改善に向けた選択と集中 

①セミナー、研修、教育の内製化体制の構築 

・内製化の推進によるコスト低減と技術力の向上 

②人件費の抑制 

・役員報酬の減額（ 大30％削減） 

・人員の再編 

・外部コンサルタント、外注費の抑制 

③収益向上のため、業務効率を改善 

・重複作業、ミス、機会損失の排除 

（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389千円増加し、税引前四半期純損失が7,348千円増加して

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 1,515,895 1,464,061

受取手形及び売掛金 460,579 785,995

商品 77,080 22,625

仕掛品 12,653 2,578

前渡金 273,512 224,512

その他 41,847 34,006

貸倒引当金 △1,679 △2,257

流動資産合計 2,379,889 2,531,521

固定資産   

有形固定資産 83,296 84,699

無形固定資産 58,161 25,796

投資その他の資産 252,008 251,453

固定資産合計 393,466 361,949

資産合計 2,773,355 2,893,471

負債の部   

流動負債   

買掛金 157,381 340,918

短期借入金 800,200 680,200

未払法人税等 6,592 6,862

賞与引当金 25,233 19,107

前受金 479,359 350,153

その他 74,034 58,597

流動負債合計 1,542,802 1,455,837

固定負債   

資産除去債務 10,066 －

その他 39,696 26,399

固定負債合計 49,763 26,399

負債合計 1,592,565 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 △354,845 △131,367

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,177,491 1,400,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,373 △1,499

評価・換算差額等合計 △7,373 △1,499

新株予約権 10,671 11,763

純資産合計 1,180,789 1,411,233

負債純資産合計 2,773,355 2,893,471



（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 1,702,910 1,753,331

売上原価 1,142,660 1,265,465

売上総利益 560,250 487,866

販売費及び一般管理費 735,313 687,313

営業損失（△） △175,063 △199,447

営業外収益   

受取利息 1,332 419

受取配当金 1,932 1,790

為替差益 11,793 －

受取保険金 2,360 －

助成金収入 － 4,591

その他 1,045 802

営業外収益合計 18,462 7,604

営業外費用   

支払利息 6,767 9,542

為替差損 － 12,822

その他 － 39

営業外費用合計 6,767 22,404

経常損失（△） △163,367 △214,247

特別利益   

固定資産売却益 1,122 －

貸倒引当金戻入額 401 577

新株予約権戻入益 400 1,092

特別利益合計 1,924 1,670

特別損失   

投資有価証券評価損 20,957 －

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 20,957 6,959

税引前四半期純損失（△） △182,400 △219,536

法人税、住民税及び事業税 2,835 2,835

法人税等調整額 － 1,106

法人税等合計 2,835 3,941

四半期純損失（△） △185,235 △223,478



（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   

税引前四半期純損失（△） △182,400 △219,536

減価償却費 29,828 35,840

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,529 6,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） △401 △577

受取利息及び受取配当金 △3,264 △2,209

支払利息 6,767 9,542

売上債権の増減額（△は増加） 125,271 325,415

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,880 △67,322

仕入債務の増減額（△は減少） △249 △183,536

その他 △19,619 97,790

小計 △5,718 1,531

利息及び配当金の受取額 3,561 2,569

利息の支払額 △6,642 △9,400

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 △12,190 △8,549

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 △340,898 △392,729

定期預金の払戻による収入 227,894 377,934

有形固定資産の取得による支出 △12,552 △4,650

有形固定資産の売却による収入 5,924 －

無形固定資産の取得による支出 △7,929 △30,096

投資有価証券の取得による支出 △2,907 △182

その他 △2,241 △5,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,709 △55,104

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） 77,000 120,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,533 △11,598

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,466 108,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 △420 △7,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,855 37,039

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 895,599 947,856



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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