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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（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 1,861 △16.6 △328 ― △386 ― △220 ―
23年3月期第1四半期 2,232 △17.4 △216 ― △379 ― △267 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △210百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △267百万円 （―％）

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 △44.76 ―
23年3月期第1四半期 △54.28 ―

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 7,543 3,358 44.3
23年3月期 7,553 3,696 48.6
（参考） 自己資本 24年3月期第1四半期 3,339百万円 23年3月期 3,673百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 4,600 △4.0 △200 ― △250 ― △135 ― △27.36
通期 11,000 8.8 400 50.5 350 ― 200 291.6 40.53



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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が実施中です。

※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］Ｐ２ 「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

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 4,934,722 株 23年3月期 4,934,722 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 71 株 23年3月期 71 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,934,651 株 23年3月期1Q 4,934,722 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の連結業績は、東日本大震災の被害や電力供給問題の先行き不透明感の広がりから当社

の顧客企業のＩＴ投資活動が停滞し、売上高が1,861百万円（前年同四半期比16.6％減）、営業損失は328百万円（前

年同期は営業損失216百万円）、経常損失は386百万円（前年同期は経常損失379百万円）、四半期純損失は220百万円

（前年同期は四半期純損失267百万円）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりです。 

  

① ＩＴセキュリティ事業 

売上高は962百万円（前年同期比7.7％減）、セグメント損失は131百万円（前年同期はセグメント損失45百万円、

86百万円の損益悪化）となりました。 

 メールセキュリティ関連の売上が減少する一方で、ネットワーク認証管理のNetAttest EPSが堅調に推移しまし

た。展示会やセミナーの開催など販促活動にも積極的に取り組みました。 

② ＩＴインテグレーション事業 

売上高は811百万円（前年同期比27.8％減）、セグメント損失は55百万円（前年同期はセグメント利益5百万円、

60百万円の損益悪化）となりました。 

 VOD（ビデオオンディマンド）関連の売上が前年度に引き続き減少していることに加えて、企業のシステムの構築

案件では予定納期の先送りが多くあり、売上が減少しました。 

③ 映像コミュニケーション事業 

売上高は35百万円（前年同期比4.3％減）、セグメント損失は32百万円（前年同期はセグメント損失38百万円、5

百万円の損益改善）となりました。 

当社で企画開発した簡易映像伝送システム「Smart-telecaster」の姉妹製品として、スマートフォンを利用し

た、より簡単な映像伝送が可能なAndroid OS対応版と、テレビ局の地上デジタル放送に使えるハイビジョン対応版

の２製品を新たに発売しました。 

④ エコ・デバイス事業 

売上高は51百万円（前年同期比83.1％増）、セグメント損失は55百万円（前年同期はセグメント損失67百万円、

11百万円の損益改善）となりました。 

 主力製品である各種センサー用ＩＣの販売は、ほぼ予定通りであり、次期製品の開発に取り組み始めました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の当社グループの総資産につきましては、前連結会計年度末比10百万円減少の、

7,543百万円となりました。 

流動資産については、商品及び製品の増加175百万円、繰延税金資産の増加188百万円した一方で、受取手形及び売

掛金の減少759百万円等があり、前連結会計年度末に比べて99百万円増加、4,606百万円となりました。 

固定資産については、有形固定資産が2百万円減少、無形固定資産が55百万円減少、投資その他資産が51百万円減

少したことにより、前連結会計年度末に比べて109百万円減少、2,936百万円となりました。 

流動負債については、前受収益の増加294百万円等により、前連結会計年度末に比べて322百万円増加、3,559百万

円となりました。 

固定負債については大きな変動は無く、前連結会計年度末に比べて4百万円増加、624百万円となりました。 

純資産の部につきましては、配当金の支払による利益剰余減少等により、前連結会計年度末比337百万円減少し、

3,358百万円となりました。 

なお自己資本比率は44.3％（前連結会計年度末比4.3ポイント減少）となりました。 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

期初において懸念されていた東日本大震災や電力供給不足に伴う先行き不透明な状況も、ここにきて払拭されつつ

あり、ＩＴ投資需要も徐々に回復してきていると認識しております。 

連結業績予想につきましては、当第１四半期の業績は概ね計画通りに推移していることもあり、平成23年5月13日

の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  該当事項はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 839,029 1,215,877 

受取手形及び売掛金 2,129,357 1,369,763 

商品及び製品 809,757 985,225 

仕掛品 9,140 70,674 

原材料及び貯蔵品 67,815 92,042 

前払費用 461,578 487,253 

繰延税金資産 200,000 388,000 

その他 39,957 39,939 

貸倒引当金 △49,144 △41,865 

流動資産合計 4,507,492 4,606,910 

固定資産   

有形固定資産 265,059 262,443 

無形固定資産   

ソフトウエア 539,264 905,791 

その他 568,907 146,591 

無形固定資産合計 1,108,171 1,052,382 

投資その他の資産   

投資有価証券 706,922 694,205 

差入保証金 423,886 423,856 

繰延税金資産 442,663 415,560 

その他 242,634 178,362 

貸倒引当金 △143,184 △90,650 

投資その他の資産合計 1,672,922 1,621,335 

固定資産合計 3,046,154 2,936,161 

資産合計 7,553,646 7,543,072 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 568,527 623,769 

短期借入金 800,000 800,000 

未払金 206,575 175,197 

未払法人税等 19,955 4,902 

前受収益 1,237,739 1,532,626 

賞与引当金 186,815 139,381 

その他 217,425 283,637 

流動負債合計 3,237,038 3,559,514 

固定負債   

退職給付引当金 558,469 571,706 

その他 61,513 53,192 

固定負債合計 619,982 624,898 

負債合計 3,857,020 4,184,412 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,326,500 1,326,500 

資本剰余金 1,247,627 1,247,627 

利益剰余金 1,046,339 702,075 

自己株式 △28 △28 

株主資本合計 3,620,438 3,276,174 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,080 31,311 

為替換算調整勘定 31,367 32,190 

その他の包括利益累計額合計 53,447 63,501 

新株予約権 22,740 18,983 

純資産合計 3,696,626 3,358,659 

負債純資産合計 7,553,646 7,543,072 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

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

売上高 2,232,556 1,861,168 

売上原価 1,516,843 1,349,223 

売上総利益 715,713 511,944 

販売費及び一般管理費 932,456 840,767 

営業損失（△） △216,742 △328,822 

営業外収益   

受取利息 14 408 

受取配当金 － 13 

持分法による投資利益 3,222 176 

貸倒引当金戻入額 － 6,840 

その他 37 427 

営業外収益合計 3,274 7,866 

営業外費用   

支払利息 2,644 1,515 

通貨オプション評価損 25,695 3,452 

複合金融商品評価損 115,500 35,850 

為替差損 20,355 9,984 

その他 1,615 14,755 

営業外費用合計 165,811 65,558 

経常損失（△） △379,279 △386,513 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,648 － 

新株予約権戻入益 199 3,757 

特別利益合計 2,847 3,757 

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,557 

特別損失合計 － 2,557 

税金等調整前四半期純損失（△） △376,431 △385,314 

法人税、住民税及び事業税 2,465 2,583 

法人税等調整額 △111,000 △167,000 

法人税等合計 △108,534 △164,416 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △267,896 △220,897 

四半期純損失（△） △267,896 △220,897 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △267,896 △220,897 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 653 9,231 

為替換算調整勘定 126 642 

持分法適用会社に対する持分相当額 100 180 

その他の包括利益合計 880 10,054 

四半期包括利益 △267,015 △210,843 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △267,015 △210,843 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（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 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 △70,769千円は、主に報告セグメントが負担する管理部門費の配賦差 

     額であります。 

（注）２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（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 

（注）１．セグメント損失の調整額 △53,603千円は、主に報告セグメントが負担する管理部門費の配賦差額であり 

     ます。 

（注）２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 

    

ＩＴセキュ
リティ 

ＩＴインテ

グレーショ

ン   

映像コミュ
ニケーショ
ン 

エコ・デバ
イス 

調整額 
（注）１ 

  
  

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

   

売上高             

外部顧客への売上高  1,042,275  1,124,709  37,361  28,210  2,232,556  －  2,232,556

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,042,275  1,124,709  37,361  28,210  2,232,556  －  2,232,556

セグメント利益又は 

損失（△) 
 △45,770  5,372  △38,557  △67,017  △145,973  △70,769  △216,742

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 

    

ＩＴセキュ
リティ 

ＩＴインテ

グレーショ

ン   

映像コミュ
ニケーショ
ン 

エコ・デバ
イス 

調整額 
（注）１ 

  
  

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

   

売上高             

外部顧客への売上高  962,065  811,682  35,767  51,653  1,861,168  －  1,861,168

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  962,065  811,682  35,767  51,653  1,861,168  －  1,861,168

セグメント損失（△)  △131,995  △55,521  △32,673  △55,029  △275,219  △53,603  △328,822

（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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