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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 35 △43.4 △65 ― △70 ― △70 ―

23年3月期第1四半期 62 △69.8 △72 ― △73 ― △76 ―

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 △452.29 ―

23年3月期第1四半期 △495.38 ―

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

24年3月期第1四半期 272 △228 △85.0 △1,488.80

23年3月期 303 △158 △53.0 △1,035.22

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  △231百万円 23年3月期  △160百万円

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 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 72 36.0 △66 ― △195 ― △199 ― △1,281.83

通期 517 162.9 △192 ― △198 ― △199 ― △1,284.89



(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 155,337 株 23年3月期 155,337 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 155,337 株 23年3月期1Q 155,337 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、添付資
料P2「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１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響による、

経済活動の停滞や電力不足等の懸念により、先行きの不透明感が高まっております。また、欧米での景

気停滞懸念などもあり、急激な円高、株安や雇用・所得情勢の厳しさも相まって、雇用・所得環境も幾

分和らいだものの厳しく、個人消費も駆け込み需要の反動によって弱まる等、景気は足踏み状態にあり

ます。  

 当社の属する業界では、企業のＩＴ関連投資は徐々に回復しつつあるものの、企業収益改善の鈍化も

あり新規案件数の大幅な増加は見込めない状況である中、受注競争の激化や顧客のコスト意識の高まり

と相まって、案件当たりの売上額の低下等による不採算・低採算案件が増加する等、依然として厳しい

状況が続いております。  

  

 当社は、このような厳しい環境のもと、新経営体制を構築し、既存のセキュリティ商品の販売に加え

て、新しいソリューションやサービスの開発、また当社のITインフラナレッジと商社機能を活用した新

規事業の創出等にも積極的に取り組み、収益力の回復に努めて参りましたが、当初見込みの売上及び粗

利益の確保には至りませんでした。  

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高35百万円（前年同期比43.4％減）、営業損失65

百万円（前年同期実績72百万円の営業損失）、経常損失70百万円（前年同期実績73百万円の経常損

失）、四半期純損失70百万円（前年同期実績76百万円の四半期純損失）となりました。  

 セグメント別の業績については、当社はＩＴセキュリティ事業の単一セグメントであることから上述

の業績と同様となります。 

  

当第１四半期会計期間末における財政状況につきましては、前事業年度末に比べ、総資産は31百万円

減少し、272百万円となりました。この減少は、商品が24百万円、未収消費税等が6百万円減少したこと

によります。また、負債は前事業年度末に比べ、39百万円増加し、501百万円となりました。 

 この増加は、借入金が68百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は70百万円減少し、228百万円の債務超過となりました。 この減少は、利益剰余金が70百万

円減少したことによるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

（注）業績予想につきましては、発表日現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものでありま

す。  

 また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績とは異なる結果となり得ることがあります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は、当第１四半期会計期間においても、前事業年度にに引き続き、債務超過になっており、その

額は228百万円であります。  

 これにより、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 四半期財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、早急に営業損益の黒字化を実現する

ために、以下の施策を講じて実行して参ります。  

(1)資金調達  

平成22年11月26日付にて行使価額総額290百万円の新株予約権を発行いたしましたが、  

割当予定先との事務手続き上の確認不備により、平成22年12月８日に発行中止といたしました。そのた

め、平成23年６月30日現在での資本の増強はなされておりません。  

当社は、早急に財務基盤の安定と営業損益の黒字化を実現するために、短期的には借入又は増資等によ

り調達していく方針であります。  

(2)新経営計画の推進  

当社は、新しく経営計画を作成し事業を推進しております。  

①経営効率化の維持  

当社は、経営効率化を図る一環として、平成24年３月期事業年度予算の業務執行において諸経費の見直

しを継続的に行っており、引き続きコストのスリム化を実行して参る所存です。また、一方で、既存事

業の拡大並びに新規事業の立ち上げに必要な人材強化も図り、効率のよい経営体質へと改善を図ってい

く所存です。  

②既存営業力の強化  

既存事業において新規商材の投入等を推進し取引先の関係強化を図り、取引高の拡大を目指しておりま

す。また、商品ラインアップにつきましても、既存取扱製品のうち高収益製品への選択と集中を行いつ

つ、新たな海外有力商品の取り込みを図るとともに、サービス型の高付加価値商品を展開することで売

上の拡大を図ることといたします。  

③新規事業の立ち上げ  

当社は、当社のコア・コンピタンスである商社機能とのシナジーを発揮でき、早期に会社業績に寄与が

望めるような新規事業の創出を進めていく所存です。具体的な新規事業といたしましては、今後引き続

き市場の拡大が期待できる通信業界において、次世代型通信機器の販売及び管理業務による付加価値の

高い事業を推進しております。また、最近の独立志向の高まりを受けて注目を集めているフランチャイ

ズビジネスに対して、店舗展開支援業務や水平展開としてのカード決済ソリューションの提供に取り組

む予定でおります。  

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 6,295 6,885

受取手形及び売掛金 － 5,546

預け金 25,000 25,000

商品及び製品 66,781 42,750

仮払金 2,136 1,534

前払費用 2,263 1,924

未収消費税等 6,973 －

貸倒引当金 － △456

流動資産合計 109,449 83,184

固定資産

有形固定資産 8,224 7,881

無形固定資産

ソフトウエア － 114,550

ソフトウエア仮勘定 118,500 －

無形固定資産合計 118,500 114,550

投資その他の資産

投資有価証券 53,449 52,950

敷金 13,796 13,796

破産更生債権等 1,286,572 1,286,372

貸倒引当金 △1,286,572 △1,286,372

投資その他の資産合計 67,245 66,746

固定資産合計 193,970 189,178

資産合計 303,419 272,362

負債の部

流動負債

短期借入金 187,800 362,760

未払金 49,282 57,022

未払法人税等 7,675 6,631

未払消費税等 1,488 152

前受金 102,490 71,076

預り金 1,554 1,307

1年内返済予定の長期借入金 106,660 －

流動負債合計 456,952 498,949

固定負債

退職給付引当金 4,563 2,358

固定負債合計 4,563 2,358

負債合計 461,515 501,308
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(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 1,374,743 1,374,743

資本剰余金 1,067,043 1,067,043

利益剰余金 △2,589,640 △2,659,899

株主資本合計 △147,854 △218,113

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,954 △13,452

評価・換算差額等合計 △12,954 △13,452

新株予約権 2,712 2,620

純資産合計 △158,096 △228,945

負債純資産合計 303,419 272,362
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（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 62,416 35,285

売上原価 46,355 27,862

売上総利益 16,060 7,422

販売費及び一般管理費 89,015 73,235

営業損失（△） △72,954 △65,812

営業外収益

貸倒引当金戻入額 － 200

雑収入 － 81

営業外収益合計 － 281

営業外費用

支払利息 966 4,805

営業外費用合計 966 4,805

経常損失（△） △73,920 △70,335

特別利益

新株予約権戻入益 － 314

特別利益合計 － 314

特別損失

貸倒引当金繰入額 2,793 －

特別損失合計 2,793 －

税引前四半期純損失（△） △76,714 △70,021

法人税、住民税及び事業税 237 237

法人税等合計 237 237

四半期純損失（△） △76,952 △70,258
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当第１四半期会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は、当第１四半期会計期間においても、前事業年度にに引き続き、債務超過になっており、その

額は228百万円であります。 

 これにより、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 四半期財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、早急に営業損益の黒字化を実現する

ために、以下の施策を講じて実行して参ります。  

(1)資金調達  

平成22年11月26日付にて行使価額総額290百万円の新株予約権を発行いたしましたが、割当予定先との

事務手続き上の確認不備により、平成22年12月８日に発行中止といたしました。そのため、平成23年６

月30日現在での資本の増強はなされておりません。  

当社は、早急に財務基盤の安定と営業損益の黒字化を実現するために、短期的には借入又は増資等によ

り調達していく方針であります。  

(2)新経営計画の推進  

当社は、新しく経営計画を作成し事業を推進しております。  

①経営効率化の維持  

当社は、経営効率化を図る一環として、平成24年３月期事業年度予算の業務執行において諸経費の見直

しを継続的に行っており、引き続きコストのスリム化を実行して参る所存です。また、一方で、既存事

業の拡大並びに新規事業の立ち上げに必要な人材強化も図り、効率のよい経営体質へと改善を図ってい

く所存です。  

②既存営業力の強化  

既存事業において新規商材の投入等を推進し取引先の関係強化を図り、取引高の拡大を目指しておりま

す。また、商品ラインアップにつきましても、既存取扱製品のうち高収益製品への選択と集中を行いつ

つ、新たな海外有力商品の取り込みを図るとともに、サービス型の高付加価値商品を展開することで売

上の拡大を図ることといたします。  

③新規事業の立ち上げ  

当社は、当社のコア・コンピタンスである商社機能とのシナジーを発揮でき、早期に会社業績に寄与が

望めるような新規事業の創出を進めていく所存です。具体的な新規事業といたしましては、今後引き続

き市場の拡大が期待できる通信業界において、次世代型通信機器の販売及び管理業務による付加価値の

高い事業を推進しております。また、最近の独立志向の高まりを受けて注目を集めているフランチャイ

ズビジネスに対して、店舗展開支援業務や水平展開としてのカード決済ソリューションの提供に取り組

む予定でおります。  

その他、新たな事業分野への進出も検討しておりますが、これらの新規事業の推進に関しては、可能な

限りリスクを排除するために慎重な事前調査等を行い遂行する所存でございます。  

 しかしながら、これらの対応策を講じても、当初の計画通りに進まない可能性もあるため、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

    

（３）継続企業の前提に関する注記
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当社は、ＩＴセキュリティ事業の単一セグメントであるため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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