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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 741 49.4 28 ― 29 ― 15 ―

22年3月期第3四半期 496 △29.0 △87 ― △50 ― △33 ―

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 1,807.98 ―

22年3月期第3四半期 △3,404.15 ―

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 1,056 824 77.4 95,288.15
22年3月期 1,073 899 83.1 90,499.86

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  817百万円 22年3月期  892百万円

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）

1,000.00 1,000.00

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 902 23.0 98 ― 100 ― 56 ― 6,508.20



(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】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3Q 11,480株 22年3月期 11,480株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q 2,901株 22年3月期 1,612株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,760株 22年3月期3Q 9,879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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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、好調な新興国経済に支えられ、景気は緩やかながら回

復基調にあるものの、長期化する円高や欧州の金融、財政危機や米国の景気不安により、依然として先

行き不透明な状況が続いております。 

情報サービス産業におきましては、業績の回復した一部企業においては、先送りしていた情報化投資

を当初予定より縮小し開始するなどの動きもみられましたが、不透明な経済情勢の中、大部分の企業は

ITに対する設備投資を抑制したままであり、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社は、顧客企業へのサポートを充実させ、顧客の望む製品開発を行ってまいり

ました。特に産業用インクジェットプリンタ制御装置、セキュアプリントシステム（製品名

「SPSE」）、IP監視カメラネットワーク統合ソフトウェア（製品名「Fire Dipper」）やディスクパブ

リッシャ制御ソフトウェア（製品名「iDupli」）等の主力の自社開発製品の品質や機能を向上させると

同時に、顧客のニーズに合わせたカスタマイズを行うことで、受注高を伸長させてまいりました。 

その結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は741,349千円（前年同四半期比49.4％増）、営

業利益は28,267千円（前年同四半期は営業損失87,139千円）、経常利益は29,673千円（前年同四半期は

経常損失50,756千円）、四半期純利益は15,837千円（前年同四半期は四半期純損失33,629千円）となり

ました。  

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

イメージング＆プリンタコントローラ事業 

大手プリンタメーカへのプリンタコントローラの受託開発は減少したものの、プリンタ制御ソフト

ウェアのライセンス販売やロイヤリティ収入が伸長した結果、当第３四半期累計期間のセグメントの

業績は、売上高227,260千円、利益58,601千円となりました。 

 また、当第３四半期会計期間において、産業用インクジェットプリンタ制御装置の開発案件を比較

的大きな規模で数件受注しており、第４四半期以降に順次納品する予定であります。 

  

ストレージソリューション事業 

サーバ等のデータをDVDやBlu-Ray等に自動でバックアップする単体ドライブ装置及びその制御ソフ

トウェア、DVDやBlu-Ray等の光ディスクにバックアップし同時にプリント可能なディスクパブリッシ

ャ（製品名「Bravoシリーズ」）及びiDupliの販売や関連する受託開発が伸長した結果、当第３四半

期累計期間のセグメントの業績は、売上高93,265千円、利益10,143千円となりました。 

  

セキュリティ事業 

前事業年度において受注した証券会社向けSPSEの大型案件、大手中古車販売サイト運営会社への会

員向け認証用USBキーのリピートオーダならびにFire Dipperの官公庁向け大型案件等が収益に大幅に

寄与した結果、当第３四半期累計期間のセグメントの業績は、売上高336,617千円、利益52,021千円

となりました。 

  

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
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その他 

受託開発事業及び保守サービス事業においては、受託開発案件及び保守サービス契約が増加した結

果、当第３四半期累計期間のセグメントの業績は、売上高84,205千円、利益6,254千円となりまし

た。 

  

①資産、負債及び純資産の状態  

  当第３四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末の流動資産合計は728,214千円と前事業年度末に比べて12,211千円減少し

ました。減少した主な要因は、現金及び預金が44,088千円、商品及び製品が24,506千円、繰延税金資

産が10,754千円それぞれ減少しましたが、受取手形及び売掛金が67,241千円増加したこと等によるも

のです。 

（固定資産） 

 当第３四半期会計期間末の固定資産合計は328,042千円と前事業年度末に比べて5,052千円減少しま

した。減少した主な要因は、ソフトウェアが15,208千円、差入保証金が5,973千円それぞれ減少しま

したが、保険積立金が11,052千円増加したこと等によるものです。 

 この結果総資産は、前事業年度末に比べ17,263千円減少し1,056,256千円となりました。 

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末の流動負債合計は164,745千円と前事業年度末に比べて42,062千円増加し

ました。増加した主な要因は、買掛金が32,074千円、前受金が6,274千円増加しましたが、未払金が

1,205千円減少したこと等によるものです。 

（固定負債） 

 当第３四半期会計期間末の固定負債合計は66,991千円と前事業年度末に比べて16,038千円増加しま

した。増加した主な要因は、役員退職慰労引当金が15,866千円増加したこと等によるものです。 

 この結果負債合計は、前事業年度末に比べ58,101千円増加し231,736千円となりました。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は824,519千円と前事業年度末に比べて75,364千円減少しま

した。減少した主な要因は、自己株式の取得により、自己株式が△91,002千円増加し、四半期純利益

の計上により利益剰余金が15,837千円増加したためであります。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの分析 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に

比べ45,521千円減少し、326,327千円となりました。 

 また、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりで

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は74,956千円となりました。主な要因

は、税引前四半期純利益28,480千円、減価償却費31,686千円を計上したことの他、売上債権の増加に

より67,241千円のキャッシュ・フローの減少があったものの、たな卸資産の減少額22,343千円、仕入

債務の増加額32,074千円、前受金の増加額6,274千円のキャッシュ・フローの増加があったこと等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は29,185千円となりました。主な要因

は、有形固定資産の取得による支出12,581千円、無形固定資産の取得による支出12,100千円、保険積

立金積立による支出13,914千円、敷金保証金の返還による収入6,158千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は91,239千円となりました。これは、

自己株式の取得による支出91,222千円等によるものであります。 

  

第３四半期累計期間において、当初計画とおり推移しましたが、通期の業績につきましては、第４四

半期以降のわが国経済は、欧州経済の悪化や円高進行による経済不安等により、不透明な状況が続くと

予想されるため、現時点におきましては、前回発表の予想数値に変更はございません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したも

のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

有形固定資産減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用しており、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定しております。 

②特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

第１四半期会計期間から「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。これによる損益に与える影響はありません。  

  

該当事項はありません。   

  

  

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 326,327 370,415

受取手形及び売掛金 314,277 247,035

商品及び製品 24,004 48,511

仕掛品 19,400 17,236

前渡金 19,967 19,842

前払費用 20,218 22,102

繰延税金資産 2,207 12,961

未収還付法人税等 － 674

その他 2,171 1,925

貸倒引当金 △360 △280

流動資産合計 728,214 740,426

固定資産

有形固定資産

建物 34,376 34,570

減価償却累計額 △21,176 △20,277

建物（純額） 13,199 14,292

車両運搬具 10,039 2,200

減価償却累計額 △348 △2,155

車両運搬具（純額） 9,690 44

工具、器具及び備品 35,451 40,402

減価償却累計額 △29,420 △33,143

工具、器具及び備品（純額） 6,030 7,258

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 42,560 35,235

無形固定資産

のれん 857 1,714

特許権 2,115 3,396

商標権 1,453 1,552

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 48,382 63,590

無形固定資産合計 54,377 71,822

投資その他の資産

投資有価証券 707 567

出資金 10 10

長期貸付金 6,000 6,000

繰延税金資産 － 150

差入保証金 45,369 51,343

保険積立金 171,897 160,844
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(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)

その他 7,120 7,120

投資その他の資産合計 231,104 226,036

固定資産合計 328,042 333,094

資産合計 1,056,256 1,073,520

負債の部

流動負債

買掛金 89,578 57,504

未払金 7,837 9,043

未払費用 15,667 15,165

未払法人税等 2,428 2,822

前受金 41,357 35,082

預り金 5,289 2,860

受注損失引当金 2,400 －

その他 186 203

流動負債合計 164,745 122,682

固定負債

役員退職慰労引当金 66,819 50,952

その他 171 －

固定負債合計 66,991 50,952

負債合計 231,736 173,635

純資産の部

株主資本

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 395,700 395,700

利益剰余金 251,305 235,467

自己株式 △230,992 △139,990

株主資本合計 817,212 892,377

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 264 181

評価・換算差額等合計 264 181

新株予約権 7,042 7,325

純資産合計 824,519 899,884

負債純資産合計 1,056,256 1,073,520
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(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 496,152 741,349

売上原価 322,381 446,971

売上総利益 173,770 294,377

販売費及び一般管理費 260,910 266,110

営業利益又は営業損失（△） △87,139 28,267

営業外収益

受取利息 92 301

有価証券利息 167 －

受取保険金 15,004 －

保険事務手数料 776 675

保険返戻金 20,698 579

償却債権取立益 281 －

その他 707 139

営業外収益合計 37,727 1,696

営業外費用

支払利息 247 －

為替差損 90 69

保険解約損 1,006 －

支払手数料 － 220

営業外費用合計 1,344 289

経常利益又は経常損失（△） △50,756 29,673

特別利益

新株予約権戻入益 － 1,092

特別利益合計 － 1,092

特別損失

固定資産除却損 22 2,286

投資有価証券評価損 96 －

特別損失合計 118 2,286

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △50,874 28,480

法人税、住民税及び事業税 643 1,622

法人税等調整額 △17,889 11,019

法人税等合計 △17,245 12,642

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,629 15,837
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【第３四半期会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 175,955 267,816

売上原価 108,781 172,174

売上総利益 67,174 95,641

販売費及び一般管理費 82,166 89,159

営業利益又は営業損失（△） △14,992 6,481

営業外収益

受取利息 11 82

保険事務手数料 253 261

保険返戻金 20,698 579

その他 24 38

営業外収益合計 20,986 961

営業外費用

支払利息 22 －

為替差損 1 61

営業外費用合計 24 61

経常利益 5,969 7,381

特別利益

新株予約権戻入益 － 698

特別利益合計 － 698

特別損失

固定資産除却損 － 73

特別損失合計 － 73

税引前四半期純利益 5,969 8,007

法人税、住民税及び事業税 214 1,313

法人税等調整額 3,085 2,558

法人税等合計 3,299 3,872

四半期純利益 2,669 4,135
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(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又は税引前四半期純損失
（△）

△50,874 28,480

減価償却費 29,428 31,686

のれん償却額 857 857

受注損失引当金の増減額（△は減少） 952 2,400

固定資産除却損 22 1,575

投資有価証券評価損益（△は益） 96 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,791 15,866

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,102 80

有価証券利息 △167 －

受取利息 △92 △301

支払利息 247 －

保険返戻金 △20,698 △579

売上債権の増減額（△は増加） 193,682 △67,241

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,552 22,343

仕入債務の増減額（△は減少） △52,343 32,074

前受金の増減額（△は減少） 25,683 6,274

未払金の増減額（△は減少） △1,333 △522

前渡金の増減額（△は増加） △176 △124

その他 △573 1,911

小計 111,846 74,778

利息及び配当金の受取額 596 380

利息の支払額 △160 －

法人税等の還付額 12,204 －

法人税等の支払額 △984 △202

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,502 74,956

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 △1,350 △12,581

無形固定資産の取得による支出 △27,108 △12,100

投資有価証券の償還による収入 10,000 －

長期貸付けによる支出 △6,000 －

保険積立金の積立による支出 △17,792 △13,914

保険積立金の解約による収入 84,942 3,437

敷金及び保証金の差入による支出 △52 △185

敷金及び保証金の回収による収入 2,518 6,158

投資活動によるキャッシュ・フロー 45,156 △29,185
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 50,000 －

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 － △91,222

配当金の支払額 △9,814 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,814 △91,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,839 △45,521

現金及び現金同等物の期首残高 260,779 371,848

現金及び現金同等物の四半期末残高 369,619 326,327
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該当事項はありません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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（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。 

  

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、本社に製品・サービス別に各事業部（各ユニット）を置き、各事業部（各ユニット）

は、取り扱う製品・サービスについてのマーケティングや営業戦略を立案し、営業活動を展開して

おり、「イメージング＆プリンタコントローラ事業」、「ストレージソリューション事業」及び

「セキュリティ事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「イメージング＆プリンタコントローラ事業」は、プリンタコントローラ関連製品（関連ハード

ウェアならびにソフトウェアライセンス）の開発・販売、画像処理ソフトウェアの開発・販売及び

プリンタコントローラに関する受託開発をしております。「ストレージソリューション事業」は、

ディスクパブリッシャー装置等データアーカイブシステムの販売ならびにシステムインテグレーシ

ョンを行っております。「セキュリティ事業」はセキュアプリントシステムの開発・販売、映像監

視システムの開発・販売ならびにシステムインテグレーション等を行っております。 
  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益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）

 
(注) 「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、受託開発事業及び保守サービス事業

を含んでおります。  

  

３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差額調整に関する事項） 
（単位：千円）

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

(5) セグメント情報

報告セグメント
その他 
（注）

合計イメージング＆
プリンタコント
ローラ事業  

ストレージソリ

ューション事業

セキュリティ 

事業
計

売上高

外部顧客に対する売上高 227,260 93,265 336,617 657,144 84,205 741,349

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

計 227,260 93,265 336,617 657,144 84,205 741,349

 セグメント利益 58,601 10,143 52,021 120,765 6,254 127,020

利益 金額

報告セグメント計 120,765

「その他」区分の利益 6,254

全社費用（注） △98,752

四半期損益計算書の営業利益 28,267
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当社は平成22年２月19日及び同年４月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取

得方法について決議し、平成22年４月１日から平成22年４月30日までの期間において、札幌証券取引所

における市場買付にて、当社普通株式を1,289株取得しました。この結果、当第３四半期累計期間にお

いて自己株式が91,002千円増加し、230,992千円となっております。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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①受注状況  

当第３四半期累計期間の受注状況をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．第１四半期累計期間より、従来の「プリントサーバ事業」から「イメージング＆プリンタコントローラ事

業」へ、「ファイルストレージソリューション事業」から「ストレージソリューション事業」へ名称変更

し、「受託開発事業」及び「カスタマーソリューション事業」はまとめて「その他」へ変更いたしました。

なお、セグメントの名称変更のため、前第３四半期累計期間についてはセグメント情報に与える影響はあり

ません。 

  

②販売実績 

  当第３四半期累計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

 
 (注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期累計期間より、従来の「プリントサーバ事業」から「イメージング＆プリンタコントローラ事

業」へ、「ファイルストレージソリューション事業」から「ストレージソリューション事業」へ名称変更

し、「受託開発事業」及び「カスタマーソリューション事業」はまとめて「その他」へ変更いたしました。

なお、セグメントの名称変更のため、前第３四半期累計期間についてはセグメント情報に与える影響はあり

ません。 

  

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称

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)

受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同期比
(％)

イメージング＆プリンタコントローラ事業 403,382 187.8 278,318 266.3

ストレージソリューション事業 82,217 105.7 10,417 112.0

セキュリティ事業 235,376 120.9 19,001 15.8

その他 79,360 99.0 45,206 96.0

合計 800,334 141.0 352,941 125.6

セグメントの名称

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(千円) 前年同期比(％)

イメージング＆プリンタコントローラ事業 227,260 97.7

ストレージソリューション事業 93,265 131.8

セキュリティ事業 336,617 275.6

その他 84,205 118.7

合計 741,349 149.4
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当第３四半期累計期間における当社の研究開発費の総額は、64,122千円（前年同期比32.3％増）とな

りました。これは、主に、SPSEの機能拡充、産業用インクジェットプリンタ制御装置、プリンタトナー

セーブソフトウェア（製品名「Wise Saver」）、医療用画像のカラープリント技術（製品名「DICOM

PAPER PRINT」）及びiDupli等に関する研究開発活動を行ってまいりました。 

  

  

  

  

(2) 研究開発費の実績値
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