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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,431 △10.2 388 △34.6 411 △33.3 230 △33.7

23年3月期第1四半期 6,049 0.9 593 19.5 617 20.4 348 19.7

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

24年3月期第1四半期 18.68 ―

23年3月期第1四半期 28.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 35,915 30,326 84.4
23年3月期 38,652 30,342 78.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  30,326百万円 23年3月期  30,342百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,500 △7.6 800 △13.1 850 △12.1 450 △18.6 36.38
通期 24,000 △3.4 2,000 35.3 2,050 30.9 1,150 30.3 92.98



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,373,500 株 23年3月期 12,373,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,365 株 23年3月期 5,365 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,368,135 株 23年3月期1Q 12,368,175 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。 



 

 

 

○添付資料の目次 

1．当四半期の業績等に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

（1）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………2 

（2）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………3 

（3）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………3 

2．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………………4 

（1）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………4 

（2）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………6 

（3）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………7 

（4）セグメント情報 ……………………………………………………………………………7 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………8 

3．補足情報 ………………………………………………………………………………………9 

（1）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………9 



 

 

 

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1四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により生産や輸出が大幅に減少

するとともに、自粛ムードの広がりで設備投資や個人消費が減少する等、低水準での経済活動となりま

した。一方で、当第1四半期後半にはサプライチェーン復旧が進み、経済の持ち直しの動きも顕在化し

つつあり、先行きについては緩やかながらも回復傾向を見込める状況となっております。 

情報通信業界におきましては、次世代の通信インフラ整備への投資が続く中で、SNS（ソーシャルネ

ットワーキングサービス）やクラウドコンピューティングを活用した様々なサービスがスマートフォン

やタブレット端末の隆盛とともに創出されつつあります。また、東日本大震災を踏まえ、事業継続の観

点を重視した企業情報システム・ITインフラの見直しや防災・電力不足対策に向けたITの利活用も積極

的に検討が進められる状況となりました。しかしながら、国内市場は特定サービス産業動態統計におけ

る情報サービス業の月間売上高が24か月連続で前年同月比マイナスになる等、企業のIT投資は低迷して

おり、厳しい事業環境にあります。 

このような事業環境の中で、当社は、今後の通信市場の動向を注視しながら、ネットワーク管理シス

テム関連の開発を中心に、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が、東日本大震災の影響

による企業のIT投資の低迷の影響等から、業績が前年同期を下回りました。 

以上の結果、売上高は5,431百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益は388百万円（前年同期比34.6％

減）、経常利益は411百万円（前年同期比33.3％減）、四半期純利益は230百万円（前年同期比33.7％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）関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は1,088百万円（前年同期比10.3％減）となりました。 

ロ モバイルネットワークシステム 

第3世代移動体通信にかかわるシステム開発及び携帯端末関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は1,074百万円（前年同期比24.4％減）となりました。 

ハ ネットワークマネジメントシステム 

次世代ネットワーク（NGN）にかかわるシステム開発関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は1,868百万円（前年同期比14.1％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の売り上げは減少いたしましたが、企業情報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は増加いたしました。 

この結果、売上高は1,069百万円（前年同期比17.9％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264百万円（前年同期比15.5％増）となりました。 

 

②その他 

統合サービス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65百万円（前年同期比36.6％減）となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ2,737百万円減少し、35,915百万円となりまし

た。これは主に、売掛金の減少1,425百万円、仕掛品の減少1,144百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ2,721百万円減少し、5,589百万円となりました。これは主に、受注損失

引当金の減少1,659百万円、未払法人税等の減少720百万円、賞与引当金の減少519百万円があったため

であります。 

純資産は、前事業年度末に比べ16百万円減少し、30,326百万円となりました。これは主に利益剰余金

の減少16百万円があったためであります。 

 

（3）業績予想に関する定性的情報 

東日本大震災の影響等により、企業の設備投資は低迷しており、当社を取り巻く事業環境は、予断を

許さない状況が当面続くものと予想しております。当第1四半期累計期間における業績につきましては、

前年同期を下回ってはいるものの、ほぼ当初見込みどおりに推移しており、現時点において平成23年5

月11日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 



4．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,490,559 12,514,519

売掛金 6,363,430 4,938,288

有価証券 648,899 649,637

仕掛品 1,454,121 309,507

その他 2,312,034 2,300,013

貸倒引当金 △2,500 △900

流動資産合計 23,266,545 20,711,065

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,715,837 4,661,622

土地 4,756,706 4,756,706

その他（純額） 266,277 262,704

有形固定資産合計 9,738,820 9,681,033

無形固定資産 66,405 63,162

投資その他の資産   

投資有価証券 3,381,638 3,381,587

その他 2,200,475 2,079,439

貸倒引当金 △1,000 △1,000

投資その他の資産合計 5,581,114 5,460,026

固定資産合計 15,386,340 15,204,222

資産合計 38,652,886 35,915,288

負債の部   

流動負債   

買掛金 800,275 468,470

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 743,824 23,145

賞与引当金 791,594 272,011

役員賞与引当金 － 12,500

受注損失引当金 1,790,000 130,247

その他 1,782,637 2,272,331

流動負債合計 6,408,332 3,678,704

固定負債   

退職給付引当金 1,225,906 1,234,339

その他 676,193 676,193

固定負債合計 1,902,100 1,910,532

負債合計 8,310,432 5,589,237



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 13,204,964 13,188,591

自己株式 △14,999 △14,999

株主資本合計 30,337,565 30,321,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,888 4,858

評価・換算差額等合計 4,888 4,858

純資産合計 30,342,454 30,326,050

負債純資産合計 38,652,886 35,915,288



（2）四半期損益計算書 
（第1四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,049,806 5,431,053

売上原価 4,563,060 4,200,214

売上総利益 1,486,745 1,230,838

販売費及び一般管理費 892,882 842,286

営業利益 593,863 388,552

営業外収益   

受取利息 15,230 14,999

受取配当金 915 915

受取賃貸料 10,822 10,782

その他 4,125 3,003

営業外収益合計 31,093 29,701

営業外費用   

支払利息 1,409 1,120

賃貸収入原価 5,836 5,319

営業外費用合計 7,245 6,439

経常利益 617,711 411,813

特別損失   

固定資産除却損 906 3,363

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 17,132 3,363

税引前四半期純利益 600,579 408,449

法人税、住民税及び事業税 22,000 5,000

法人税等調整額 230,266 172,460

法人税等合計 252,266 177,460

四半期純利益 348,312 230,989



 

 

 

（3）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報 

Ⅰ 前第1四半期累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント
 

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 5,945,876 103,930 6,049,806 － 6,049,806

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 20,203 △20,203 － － －

計 5,966,080 83,726 6,049,806 － 6,049,806

セグメント利益又は損失

（△） 
633,391 △38,769 594,621 △758 593,863

（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△758千円は、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。 

 



 

 

 

Ⅱ 当第1四半期累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント
 

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 5,365,166 65,886 5,431,053 － 5,431,053

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 14,347 △14,347 － － －

計 5,379,514 51,539 5,431,053 － 5,431,053

セグメント利益又は損失

（△） 
413,810 △24,452 389,357 △805 388,552

（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△805千円は、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。 

 

（5）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。 



 

 

 

3．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1四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 6月30日）

当第1四半期累計期間 
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

ノードシステム 1,285,157 1,066,023 △17.1 5,088,835

モバイルネットワークシステム 1,427,985 1,147,751 △19.6 5,812,990

ネットワークマネジメントシステム 2,319,425 1,900,827 △18.0 8,892,673

オープンシステム 909,807 970,548 6.7 3,802,856

 

組み込みシステム 228,835 276,108 20.7 1,023,152

ソフトウェア開発関連事業 6,171,210 5,361,259 △13.1 24,620,508

その他 97,494 57,223 △41.3 540,209

合  計 6,268,705 5,418,483 △13.6 25,160,717

（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 
イ 受注高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

ノードシステム 1,599,973 1,364,035 △14.7 4,989,176

モバイルネットワークシステム 1,243,200 1,018,958 △18.0 5,563,001

ネットワークマネジメントシステム 2,289,737 2,239,548 △2.2 8,567,954

オープンシステム 817,154 1,096,281 34.2 3,561,490

 

組み込みシステム 248,755 151,227 △39.2 1,191,215

ソフトウェア開発関連事業 6,198,821 5,870,052 △5.3 23,872,839

その他 96,489 140,322 45.4 558,823

合  計 6,295,311 6,010,375 △4.5 24,431,663

（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。 



 

 

 

 

ロ 受注残高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

ノードシステム 888,175 725,600 △18.3 450,141

モバイルネットワークシステム 829,000 750,852 △9.4 806,446

ネットワークマネジメントシステム 858,632 899,100 4.7 528,022

オープンシステム 465,733 470,502 1.0 443,459

 

組み込みシステム 212,580 247,623 16.5 360,723

ソフトウェア開発関連事業 3,254,120 3,093,678 △4.9 2,588,793

その他 129,575 219,881 69.7 145,445

合  計 3,383,695 3,313,559 △2.1 2,734,238

（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1四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日）

ノードシステム 1,213,019 1,088,576 △10.3 5,040,255

モバイルネットワークシステム 1,420,664 1,074,553 △24.4 5,763,018

ネットワークマネジメントシステム 2,176,414 1,868,469 △14.1 8,785,241

オープンシステム 906,943 1,069,239 17.9 3,673,552
 

組み込みシステム 228,835 264,327 15.5 1,023,152

ソフトウェア開発関連事業 5,945,876 5,365,166 △9.8 24,285,221  

その他 103,930 65,886 △36.6 550,394

合  計 6,049,806 5,431,053 △10.2 24,835,616

（注）1．金額は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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