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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 1,008 11.4 △253 ― △259 ― △281 ―

22年3月期第3四半期 905 △35.7 △428 ― △448 ― △535 ―

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 △22,190.71 ―

22年3月期第3四半期 △42,227.31 ―

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 2,771 2,530 91.3 199,550.17
22年3月期 3,142 2,810 89.4 221,628.08

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,530百万円 22年3月期  2,810百万円

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）

0.00 0.00

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 1,502 △1.4 △328 ― △336 ― △359 ― △28,307.84



(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]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  13,588株 22年3月期  13,588株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  906株 22年3月期  906株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  12,682株 22年3月期3Q 12,682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おりません。 

※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、[添付資料]２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３四半期におけるわが国の経済は、企業収益及び設備投資には改善が見られ、生産は下げ止まりの兆しがあ

るものの、輸出の減少や失業率の高水準が続いており、依然として経済環境は厳しい状況にあります。先行きにつ

いては、経済対策の効果により景気の持ち直しが期待されますが、経済環境の厳しい状況に加え、為替レートの変

動や海外経済の下振れ懸念があり、国内景気が悪化するリスクが存在します。 

 当社の主要な販売品目である国内サーバ市場においては、出荷台数が増加し、出荷金額においても増加の傾向に

ありますが、依然として企業の設備投資に対する選別が厳しく、市場回復の推移は予断をゆるしません。 

 このような環境において、当社は、自社製品に注力する方針のもと営業活動を行い、法人顧客における売上高の

持ち直しにより、当第３四半期累計期間の売上高は1,008百万円（前年同期比102百万円・11.4％増加）と前年同期

に比べ増加しました。販売費及び一般管理費は、固定費削減施策の効果や全般的に抑制努力を継続し前年同期に比

べ大幅に減少し、営業損失は253百万円（前年同期は営業損失428百万円）となりました。また、当第３四半期累計

期間において当社が出資している投資事業有限責任組合の持分損失8百万円を営業外費用に計上した結果、経常損

失は259百万円（前年同期は経常損失448百万円）、四半期純損失は281百万円（前年同期は四半期純損失535百万

円）となりました。 

 品目別の売上高動向につきましては、次のとおりであります。 

  

（自社製品コンピュータ） 

 マイクロサーバについては、システムインテグレータ及び大手通信事業者などへの売上高が堅調に推移し、サー

バ・ストレージについては、当第３四半期会計期間の大口出荷は減少したものの、上半期におけるシステムインテ

グレータへの大口出荷により売上高が増加しました。この結果、自社製品コンピュータ全体の売上高は前年同期と

比べ増加し、497百万円（前年同期比84百万円・20.4％増加）となりました。 

  

（コンピュータ関連商品） 

 法人営業販売における自社製品コンピュータとの相乗効果が少ないものの、オンライン販売サイトの売上高が底

入れし、他社製サーバの大口出荷などがあり、コンピュータ関連商品全体の売上高は前年同期と比べ増加しまし

た。この結果、売上高は411百万円（前年同期比11百万円・2.8％増加）となりました。 

  

（サービス・その他） 

 顧客に納入した自社製品コンピュータへの延長保守サービスが堅調に推移し、売上高は99百万円（前年同期比7

百万円・8.0％増加）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ24百万円

減少し、746百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前四半期純損失278百万円の計上やたな卸資産の増加による支出24百万円、仕入債務の減少による支出83百

万円等の支出要因のほか、売上債権の減少による収入220百万円、前渡金の減少による収入76百万円等の収入要因

がありました結果、営業活動に使用した資金は73百万円となりました。（前年同期は461百万円の使用） 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 東京ロジスティクスセンターの閉鎖（平成22年１月）及び本社事務所の再契約に伴う敷金及び保証金の回収等に

より、投資活動により獲得した資金は49百万円となりました。（前年同期は5百万円の使用） 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増減はありませんでした。（前年同期は資金の増減なし） 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間の業績を勘案し、平成22年11月12日付当社「平成23年３月期 第２四半期決算短信（非連

結）」及び「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました平成23年３月期通期業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日（平成23年２月10日）公表の「業績予想の修正及び営業外費用の計上に関

するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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、当第３四半期累計期間の税引前四半期純損失が18,000千円増加しております。 

   

２．その他の情報
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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 2,246,328 2,271,205

売掛金 134,319 354,784

商品及び製品 44,085 89,455

原材料 102,584 32,602

その他 20,248 111,668

貸倒引当金 △201 △532

流動資産合計 2,547,365 2,859,184

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 143,523 155,096

その他 80,620 128,532

投資その他の資産合計 224,144 283,628

固定資産合計 224,144 283,628

資産合計 2,771,509 3,142,813

負債の部   

流動負債   

買掛金 102,506 186,051

未払法人税等 6,641 11,024

賞与引当金 10,374 20,793

製品保証引当金 2,725 3,759

その他 84,926 96,293

流動負債合計 207,173 317,921

固定負債   

退職給付引当金 15,640 14,204

その他 18,000 －

固定負債合計 33,640 14,204

負債合計 240,814 332,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,414,700 2,414,700

資本剰余金 5,566,781 5,566,781

利益剰余金 △5,285,906 △5,004,484

自己株式 △158,329 △158,329

株主資本合計 2,537,244 2,818,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,549 △7,980

評価・換算差額等合計 △6,549 △7,980

純資産合計 2,530,695 2,810,687

負債純資産合計 2,771,509 3,142,813
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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 905,727 1,008,678

売上原価 680,124 705,081

売上総利益 225,603 303,596

販売費及び一般管理費 654,430 557,109

営業損失（△） △428,827 △253,512

営業外収益   

受取利息 5,331 2,958

為替差益 524 －

その他 147 345

営業外収益合計 6,003 3,303

営業外費用   

為替差損 － 966

投資事業組合運用損 25,599 8,253

営業外費用合計 25,599 9,220

経常損失（△） △448,423 △259,429

特別利益   

貸倒引当金戻入額 326 331

製品保証引当金戻入額 2,935 1,034

特別利益合計 3,261 1,365

特別損失   

減損損失 9,750 4,228

過年度製品保証引当金繰入額 6,892 －

物流センター閉鎖損失引当金繰入額 66,619 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,130

その他 3,944 150

特別損失合計 87,206 20,508

税引前四半期純損失（△） △532,369 △278,572

法人税等 3,157 2,850

四半期純損失（△） △535,526 △281,422
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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   

税引前四半期純損失（△） △532,369 △278,572

減損損失 9,750 4,228

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,130

物流センター閉鎖損失引当金の増減額（△は減
少）

66,619 －

受取利息及び受取配当金 △5,471 △3,098

売上債権の増減額（△は増加） 212,379 220,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,056 △24,611

仕入債務の増減額（△は減少） △116,402 △83,544

前渡金の増減額（△は増加） － 76,948

未払金の増減額（△は減少） △1,438 △30,535

その他 55,649 30,293

小計 △407,339 △72,297

利息及び配当金の受取額 5,771 3,143

保険金の受取額 5,000 －

役員弔慰金の支払額 △60,000 －

法人税等の支払額 △4,784 △4,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △461,352 △73,501

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 △2,000,000 △2,000,000

定期預金の払戻による収入 2,000,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △9,880 △2,119

無形固定資産の取得による支出 △284 △224

投資事業組合からの分配による収入 4,500 4,500

敷金及び保証金の回収による収入 － 47,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,664 49,918

現金及び現金同等物に係る換算差額 △192 △1,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △467,210 △24,876

現金及び現金同等物の期首残高 1,425,303 771,205

現金及び現金同等物の四半期末残高 958,092 746,328
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 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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