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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 62 △45.4 △119 ― △126 ― △132 ―

23年3月期第2四半期 113 △69.8 181 ― △183 ― △209 ―

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 △851.84 ―

23年3月期第2四半期 △1,348.71 ―

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2四半期 246 △275 △112.7 △1,788.73

23年3月期 303 △158 △53.0 △1,035.22

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  △277百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 507 61.3 △245 ― △129 ― △132 ― △849.76



(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 155,337 株 23年3月期 155,337 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 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2Q 155,337 株 23年3月期2Q 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P３「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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンの早期

復旧により、企業の生産活動が持ち直すなど、足元の景気は緩やかな回復基調にあるものの、欧州の財

政危機や急激な円高の進行により、先行きの不透明感が強まる状況となりました。  

 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２四半期累計期間の業績は、売上高62百万円（前年同期比45.4％減）、営業損失

119百万円（前年同期実績181百万円の営業損失）、経常損失126百万円（前年同期実績183百万円の経常

損失）、四半期純損失132百万円（前年同期実績209百万円の四半期純損失）となりました。  

 セグメント別の業績については、「カード事業」の相対的割合が非常に低いため、上述の業績はＩＴ

セキュリティ事業の業績とほぼ同様となります。 

  

  

   １.貸借対照表に関する情報 

当第２四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56百万円

減少し、246百万円となりました。この減少は、商品が41百万円、ソフトウェアが9百万円減少したこと

によります。また、負債は前事業年度末に比べ、60百万円増加し、521百万円となりました。 

 この増加は、借入金が111百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は117百万円減少し、275百万円の債務超過となりました。 この減少は、利益剰余金が132百

万円減少したことによるものであります。 

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、１百万円（前年

同四半期は０百万円）となりました。 当四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のと

おりであります。 

①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116百万円（前年同期は149百万円使用）となりました。これは 

  主に四半期純損失の計上、前受金の減少等によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動の結果使用、獲得した資金はありません（前年同期は15百万円使用）。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果獲得した資金は、111百万円（前年同期は64百万円獲得）となりました。これ 

  は主に借入金が増加したことによるものであります。 

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
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２四半期累計期間における業績の進捗及び市場環境等を勘案し、業績予想の見直しを行った  

結果、平成23年５月13日に公表した業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示した「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（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、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年３月期以降連続して

おります。その結果、当第２四半期会計期間においても、前事業年度に引き続き債務超過に陥ってお

り、その額は275百万円であります。また、借入金の一部が遅延しており、返済期限を延長している状

況となっております。  

 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９

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、小売店にお

ける売買代金のクレジット決済サービスの開発・運用を行う企業との加盟店開発の代理店業務に基づ

き、当該決済サービス企業から提供されるクレジット決済サービスを、当社が独自に開発した加盟店で

ある小売店に提供してまいります。  

 当社においては、クレジット決済サービスを導入した小売店から、クレジット決済額に応じたトラン

ザクション型収益が従量で積み上がる収益構造となっております。  

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重要事象等の概要
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１【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 6,295 1,399

商品及び製品 66,781 25,141

預け金 25,000 25,000

仮払金 2,136 1,434

前払費用 2,263 366

未収消費税等 6,973 549

流動資産合計 109,449 53,890

固定資産   

有形固定資産 8,224 －

無形固定資産   

ソフトウエア － 108,625

ソフトウエア仮勘定 118,500 －

無形固定資産合計 118,500 108,625

投資その他の資産   

投資有価証券 53,449 70,316

敷金 13,796 13,796

破産更生債権等 1,286,572 1,286,172

貸倒引当金 △1,286,572 △1,286,172

投資その他の資産合計 67,245 84,112

固定資産合計 193,970 192,737

資産合計 303,419 246,628

負債の部   

流動負債   

短期借入金 187,800 299,600

未払金 49,282 55,974

未払法人税等 7,675 5,365

未払消費税等 1,488 152

前受金 102,490 47,858

預り金 1,554 1,983

1年内返済予定の長期借入金 106,660 106,660

繰延税金負債 － 1,592

流動負債合計 456,952 519,186

固定負債   

退職給付引当金 4,563 2,678

固定負債合計 4,563 2,678

負債合計 461,515 521,864
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(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 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 △2,721,963

株主資本合計 △147,854 △280,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,954 2,320

評価・換算差額等合計 △12,954 2,320

新株予約権 2,712 2,620

純資産合計 △158,096 △275,235

負債純資産合計 303,419 246,628
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(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 113,951 62,193

売上原価 89,811 44,880

売上総利益 24,140 17,312

販売費及び一般管理費 205,764 136,460

営業損失（△） △181,624 △119,147

営業外収益   

受取利息 3 0

貸倒引当金戻入額 － 856

雑収入 103 81

営業外収益合計 106 938

営業外費用   

支払利息 2,060 7,914

雑損失 0 －

営業外費用合計 2,060 7,914

経常損失（△） △183,578 △126,124

特別利益   

受取和解金 － 1,500

新株予約権戻入益 － 314

特別利益合計 － 1,814

特別損失   

事務所移転費用 8,532 7,538

貸倒引当金繰入額 16,919 －

特別損失合計 25,452 7,538

税引前四半期純損失（△） △209,030 △131,847

法人税、住民税及び事業税 475 475

法人税等合計 475 475

四半期純損失（△） △209,505 △132,322
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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   

税引前四半期純損失（△） △209,030 △131,847

減価償却費 126 10,561

移転費用 6,300 7,538

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,219 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,549 △1,884

受取利息及び受取配当金 △3 0

支払利息 2,060 7,914

売上債権の増減額（△は増加） 13,957 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,730 41,639

前受金の増減額（△は減少） △92,776 △54,632

前渡金の増減額（△は増加） 3,153 －

未払金の増減額（△は減少） 28,218 2,625

仕入債務の増減額（△は減少） △2,438 －

その他 9,958 10,487

小計 △148,072 △107,598

利息及び配当金の受取額 3 0

利息の支払額 － △3,748

法人税等の支払額 △1,611 △5,349

営業活動によるキャッシュ・フロー △149,681 △116,696

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 △2,832 －

敷金の差入による支出 △12,796 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,628 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 137,000 163,800

短期借入金の返済による支出 △127,000 △52,000

長期借入れによる収入 54,500 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,500 111,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △100,809 △4,896

現金及び現金同等物の期首残高 101,043 6,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 233 1,399
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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） 

当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年３月期以降連続して

おります。その結果、当第２四半期会計期間においても、前事業年度に引き続き債務超過に陥ってお

り、その額は275百万円であります。また、借入金の一部が遅延しており、返済期限を延長している状

況となっております。 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９

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、小売店にお

ける売買代金のクレジット決済サービスの開発・運用を行う企業との加盟店開発の代理店業務に基づ

き、当該決済サービス企業から提供されるクレジット決済サービスを、当社が独自に開発した加盟店で

ある小売店に提供してまいります。  

 当社においては、クレジット決済サービスを導入した小売店から、クレジット決済額に応じたトラン

ザクション型収益が従量で積み上がる収益構造となっております。  

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

（４）継続企業の前提に関する注記
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性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

  

   当社の報告セグメントは、「ＩＴセキュリティ事業」及び「カード事業」の２つを報告セグ 

  メントとしております。 

   なお、「カード事業」の相対的割合が非常に低く、セグメント情報の重要性が乏しいため、 

  セグメント情報の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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