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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 10,882 △12.6 779 △15.3 826 △14.6 469 △15.0

23年3月期第2四半期 12,449 1.3 920 △28.3 967 △26.7 552 △28.4

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2四半期 37.99 ―

23年3月期第2四半期 44.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 35,671 30,562 85.7
23年3月期 38,652 30,342 78.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  30,562百万円 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 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 5,419 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2Q 12,368,112 株 23年3月期2Q 12,368,167 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。 
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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2四半期累計期間におけるわが国の経済は、被災したサプライチェーンの復旧に伴い生産や輸出

が増加を続け、設備投資や個人消費も持ち直しの動きが見られる等、緩やかな回復基調となりました。

しかしながら、雇用・所得環境は引き続き厳しい状態にあり、米欧景気の減速や円高の長期化の影響等、

先行きについては不安の残る状況となりました。 

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、クラウドコンピュー

ティングやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）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ました。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の見直しや防災対策に向けたIT利活用の検討が積極的に進められる状況と

なりました。しかしながら、企業のIT投資は、全体としては低調に推移しており、厳しい事業環境が続

きました。 

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

システム分野以外にも受注を拡大すべく、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

響等による企業のIT投資の低迷から、業績が前年同期を下回りました。 

以上の結果、売上高は10,882百万円（前年同期比12.6％減）、営業利益は779百万円（前年同期比15.3％

減）、経常利益は826百万円（前年同期比14.6％減）、四半期純利益は469百万円（前年同期比15.0％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2,147百万円（前年同期比14.1％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2,151百万円（前年同期比24.1％減）となりました。 

ハ ネットワークマネジメントシステム 

現行ネットワークの更改にかかわる大型案件の終息及び次世代ネットワーク（NGN）にかかわる

システム開発の減少により、売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は3,694百万円（前年同期比20.0％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が増加いたしました。 

この結果、売上高は2,022百万円（前年同期比12.4％増）となりました。 

ホ 組み込みシステム 

情報家電にかかわるシステム開発の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は642百万円（前年同期比33.2％増）となりました。 



 

  

②その他 

統合サービスの売り上げは減少いたしましたが、自社製品販売関連の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は223百万円（前年同期比2.1％増）となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ2,981百万円減少し、35,671百万円となりま

した。これは主に、仕掛品の減少1,133百万円、売掛金の減少894百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ3,201百万円減少し、5,109百万円となりました。これは主に、受注損

失引当金の減少1,790百万円、未払法人税等の減少698百万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220百万円増加し、30,562百万円となりました。これは主に利益剰

余金の増加222百万円があったためであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第2四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、前年同四半期累

計期間に比べ1,550百万円減少し、当第2四半期会計期間末には13,082百万円となりました。 

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減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） 

営業活動の結果使用した資金は252百万円（前年同期は1,920百万円の獲得）となりました。 

これは主に、たな卸資産の減少1,133百万円及び売上債権の減少894百万円（前年同期比31.9％減）

があった一方、受注損失引当金の減少1,790百万円及び法人税等の支払が688百万円（前年同期比

15.8％増）生じたことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は59百万円（前年同期は287百万円の獲得）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出128百万円（前年同期比270.5％増）があったことに

よるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は247百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

これは主に、配当金の支払247百万円（前年同期比0.3％減）によるものです。 

 

（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IT設備投資は低調に推移しており、当社を取り巻く事業環境は

厳しい状況にありますが、システム開発を控えていた顧客企業が徐々に投資を再開する動きも窺えつつ

あります。当第2四半期累計期間における業績につきましては、業績予想を下回ってはいるものの、直

近の商談数の増加等により、業績の回復を予想しております。以上により、現時点において平成23年5

月11日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 



２．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,490,559 11,931,133

売掛金 6,363,430 5,469,067

有価証券 648,899 650,381

仕掛品 1,454,121 320,815

その他 2,312,034 2,285,301

貸倒引当金 △2,500 △1,000

流動資産合計 23,266,545 20,655,700

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,715,837 4,607,528

土地 4,756,706 4,756,706

その他（純額） 266,277 364,859

有形固定資産合計 9,738,820 9,729,094

無形固定資産 66,405 62,284

投資その他の資産   

投資有価証券 3,381,638 3,377,758

その他 2,200,475 1,847,987

貸倒引当金 △1,000 △1,000

投資その他の資産合計 5,581,114 5,224,746

固定資産合計 15,386,340 15,016,124

資産合計 38,652,886 35,671,824

負債の部   

流動負債   

買掛金 800,275 248,623

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 743,824 45,469

賞与引当金 791,594 940,235

役員賞与引当金 － 25,000

受注損失引当金 1,790,000 －

その他 1,782,637 1,853,505

流動負債合計 6,408,332 3,612,833

固定負債   

退職給付引当金 1,225,906 1,243,706

その他 676,193 252,708

固定負債合計 1,902,100 1,496,414

負債合計 8,310,432 5,109,248



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９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 13,427,453

自己株式 △14,999 △15,065

株主資本合計 30,337,565 30,559,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,888 2,587

評価・換算差額等合計 4,888 2,587

純資産合計 30,342,454 30,562,576

負債純資産合計 38,652,886 35,671,824



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 12,449,396 10,882,425

売上原価 9,785,283 8,419,691

売上総利益 2,664,113 2,462,734

販売費及び一般管理費 1,743,804 1,683,646

営業利益 920,308 779,087

営業外収益   

受取利息 31,230 30,767

受取配当金 915 915

受取賃貸料 21,605 21,565

その他 7,427 6,316

営業外収益合計 61,177 59,564

営業外費用   

支払利息 2,391 1,932

賃貸収入原価 11,690 10,666

営業外費用合計 14,081 12,598

経常利益 967,404 826,053

特別損失   

固定資産除却損 1,463 3,612

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 17,690 3,612

税引前四半期純利益 949,714 822,440

法人税、住民税及び事業税 737,000 6,327

法人税等調整額 △340,211 346,260

法人税等合計 396,788 352,588

四半期純利益 552,925 469,851



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 949,714 822,440

減価償却費 160,590 145,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,850 △1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 159,793 148,641

受注損失引当金の増減額（△は減少） 580,000 △1,790,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,531 17,799

受取利息及び受取配当金 △32,145 △31,682

支払利息 2,391 1,932

売上債権の増減額（△は増加） 1,313,692 894,362

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,796 1,133,414

仕入債務の増減額（△は減少） △327,007 △551,652

その他 △148,252 △377,836

小計 2,489,661 411,572

利息及び配当金の受取額 27,251 25,979

利息の支払額 △2,002 △1,616

法人税等の支払額 △594,514 △688,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,920,395 △252,538

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 △34,631 △128,313

無形固定資産の取得による支出 △18,381 △3,264

投資有価証券の取得による支出 △200,000 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 500,000 －

その他 40,130 71,992

投資活動によるキャッシュ・フロー 287,118 △59,585

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △109 △66

配当金の支払額 △247,813 △247,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,923 △247,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,959,590 △559,378

現金及び現金同等物の期首残高 12,673,072 13,642,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,632,663 13,082,650



 

  

（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

Ⅰ 前第2四半期累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9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 12,230,855 218,540 12,449,396 － 12,449,396

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 41,039 △41,039 － － －

計 12,271,895 177,500 12,449,396 － 12,449,396

セグメント利益又は損失

（△） 
979,072 △57,857 921,214 △905 920,308

（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△905千円は、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2四半期累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9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 10,659,193 223,231 10,882,425 － 10,882,425

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 26,457 △26,457 － － －

計 10,685,651 196,774 10,882,425 － 10,882,425

セグメント利益又は損失

（△） 
815,044 △34,682 780,361 △1,274 779,087

（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△1,274千円は、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。 

 

（6）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2四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 9月30日）

当第2四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 9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 2,523,420 2,142,889 △15.1 5,088,835

モバイルネットワークシステム 2,869,613 2,225,030 △22.5 5,812,990

ネットワークマネジメントシステム 4,725,290 3,719,172 △21.3 8,892,673

オープンシステム 1,957,894 1,927,875 △1.5 3,802,856

 

組み込みシステム 483,941 648,408 34.0 1,023,152

ソフトウェア開発関連事業 12,560,160 10,663,377 △15.1 24,620,508

その他 204,592 213,867 4.5 540,209

合  計 12,764,752 10,877,244 △14.8 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2四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 9月30日）

当第2四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 9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 2,804,759 2,277,769 △18.8 4,989,176

モバイルネットワークシステム 2,783,979 2,036,498 △26.8 5,563,001

ネットワークマネジメントシステム 4,503,522 3,780,316 △16.1 8,567,954

オープンシステム 1,785,148 2,057,076 15.2 3,561,490

 

組み込みシステム 445,376 631,437 41.8 1,191,215

ソフトウェア開発関連事業 12,322,786 10,783,097 △12.5 23,872,839

その他 190,496 225,929 18.6 558,823

合  計 12,513,282 11,009,027 △12.0 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2四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 9月30日）

当第2四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 9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 806,717 580,633 △28.0 450,141

モバイルネットワークシステム 957,764 691,564 △27.8 806,446

ネットワークマネジメントシステム 631,793 613,362 △2.9 528,022

オープンシステム 541,356 477,741 △11.8 443,459

 

組み込みシステム 155,473 349,396 124.7 360,723

ソフトウェア開発関連事業 3,093,105 2,712,697 △12.3 2,588,793

その他 108,971 148,143 35.9 145,445

合  計 3,202,077 2,860,840 △10.7 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2四半期累計期間
（自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 9月30日）

当第2四半期累計期間
（自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 9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 2,499,262 2,147,277 △14.1 5,040,255

モバイルネットワークシステム 2,832,678 2,151,380 △24.1 5,763,018

ネットワークマネジメントシステム 4,617,037 3,694,975 △20.0 8,785,241

オープンシステム 1,799,313 2,022,794 12.4 3,673,552

 
組み込みシステム 482,562 642,764 33.2 1,023,152

ソフトウェア開発関連事業 12,230,855 10,659,193 △12.8 24,285,221

その他 218,540 223,231 2.1 550,394

合  計 12,449,396 10,882,425 △12.6 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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