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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 337 △31.1 △48 ― △48 ― △48 ―
24年3月期第2四半期 490 7.3 △21 ― △21 ― △21 ―

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

25年3月期第2四半期 △1,506.10 ―
24年3月期第2四半期 △676.32 ―

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

25年3月期第2四半期 470 318 67.7 9,811.27
24年3月期 592 366 61.9 11,318.55
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  318百万円 24年3月期  366百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 850 △13.1 2 △86.8 2 △87.1 0 ― 0.00



(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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事
項）に関する事項 （２） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 32,450 株 24年3月期 32,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 32,428 株 24年3月期2Q 32,400 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おりません。 

※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。 
 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料２ページ「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（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我が国経済は、一部に緩やかな回復の兆しが見られるものの、欧州の金融危機や

円高が長期化し、また、原発再稼動問題を起因とする電力不足による節電の要請や、計画停電の脅威に晒され、主

に製造業を中心として、先行き不透明な状況が続いてまいりました。 

 情報セキュリティ業界におきましては、国際的ハッカー集団による、特定の企業や官公庁などをターゲットとし

た標的型攻撃により、セキュリティに関する意識は高まっているものの、大規模な情報消失事故や情報流出問題に

より、情報の外部委託に対するリスクも高まっていることから、設備投資のみならず、レンタルサーバーやホステ

ィング、一部のクラウドサービスについても、依然として厳しい状況となっております。 

 このような経済状況の中、当社は、経営基盤の安定化のために、ストック型サービスの拡販をメインミッション

として、新たなパートナー開拓と、既存顧客の深耕を図ってまいりました。 

 しかしながら、企業の設備投資に対する姿勢が想定よりも慎重であることに加え、営業資源を新規パートナー開

拓に集中させたことから、商品売上が大幅に減少することになり、また、それに伴い構築や運用サービスが獲得で

きなかったため、サービス収入も減少する結果となりました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

 費用面におきましては、商品売上が減少したことに伴う、商品売上原価の前年同四半期比 千円の減少

や、コスト削減による、労務費及び製造経費、販売費及び一般管理費 千円の減少などにより、売上原価、販

売費及び一般管理費の合計は、 千円の減少となりました。 

 その結果、営業損失は 千円（前年同四半期は、 千円の営業損失）、経常損失は 千円（同

千円の経常損失）、四半期純損失は 千円（同 千円の四半期純損失）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 流動資産は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として売掛金が 千円減少

し、現金及び預金が 千円増加したことによるものです。 

 固定資産は 千円（前期末比 千円減）となりました。 

 この結果、資産合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。 

 流動負債は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として買掛金が 千円減少した

ことによるものです。 

 固定負債は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として長期リース資産減損勘定が

千円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。 

 純資産合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として四半期純損失 千円に

よるものです。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月29日に発表いたしました「平成25年３月期の業績予想」につきましては、現時点において変更はあ

りません。   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

337,553 31.1

119,855

5,613

125,644

48,372 21,569 48,318

21,264 48,839 21,912

402,417 121,970 169,791

39,540

67,635 80

470,052 122,051

140,571 71,711 75,730

11,105 1,994 2,019

151,677 73,706

318,375 48,345 48,839

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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 当社は、前事業年度において、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況（以下、重要事象等）が存在しておりました。 

 当第２四半期累計期間においても、営業損失及び経常損失を計上しており、経営状態が安定したと判断できる状況

にないことから、引き続き、重要事象等が存在しております。 

 ただし、当第２四半期会計期間末において現金及び預金 千円を保有しており、資金繰りの観点より、継続

企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 なお、当社は、当該重要事象等を解消するために、中期経営計画に基づき、以下の施策を実施することによりスト

ック型サービスによる安定した収益を確保し、経常的な黒字化に向け取り組んでおります。 

  

＜新規ユーザー獲得策＞ 

 新規ユーザーの獲得及びストック型サービスの効果的な拡販並びにシェアの拡大のために、パートナーの活性化

を重点施策として営業活動を行い、サービス提供件数の増加に繋げることにより、安定的な収益確保を図ってまい

ります。 

  

＜既存ユーザーアップセル策＞ 

 運用部門の技術者が、既存ユーザーに直接アプローチすることにより、サービスの可視化と信頼関係の構築を図

るとともに、サービスの価値及び顧客満足度を向上させ、サービス更新率の向上や、より上位のサービスを提案で

きる環境を整え、収益の増大を図ってまいります。 

   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等

281,830
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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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 242,290 281,830

売掛金 257,507 87,715

商品及び製品 2,674 1,412

仕掛品 2,060 1,587

原材料及び貯蔵品 153 3,861

前渡金 3,977 3,952

前払費用 14,324 18,015

未収入金 1,298 4,041

その他 102 －

流動資産合計 524,388 402,417

固定資産   

有形固定資産   

建物 61,367 61,367

減価償却累計額 △22,905 △22,905

減損損失累計額 △38,462 △38,462

建物（純額） － －

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △2,452 △2,452

減損損失累計額 △283 △283

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 64,791 65,118

減価償却累計額 △49,274 △49,828

減損損失累計額 △13,443 △12,843

工具、器具及び備品（純額） 2,073 2,446

有形固定資産合計 2,073 2,446

無形固定資産   

ソフトウエア 6,009 5,319

無形固定資産合計 6,009 5,319

投資その他の資産   

投資有価証券 4,131 4,124

長期前払費用 － 184

差入保証金 55,500 55,560

投資その他の資産合計 59,632 59,869

固定資産合計 67,715 67,635

資産合計 592,104 470,052
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 115,263 39,533

未払金 7,409 6,613

未払費用 19,310 19,077

未払法人税等 2,765 1,727

未払消費税等 5,980 2,008

前受金 31,945 47,597

預り金 4,706 4,602

賞与引当金 18,489 15,559

リース資産減損勘定 6,410 3,851

流動負債合計 212,282 140,571

固定負債   

資産除去債務 10,842 10,866

長期リース資産減損勘定 2,258 239

固定負債合計 13,100 11,105

負債合計 225,383 151,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 410,550 410,800

資本剰余金 387,550 387,800

利益剰余金 △431,397 △480,237

株主資本合計 366,702 318,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 12

評価・換算差額等合計 18 12

純資産合計 366,720 318,375

負債純資産合計 592,104 470,052
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 490,000 337,553

売上原価 343,581 228,471

売上総利益 146,419 109,081

販売費及び一般管理費 167,988 157,453

営業損失（△） △21,569 △48,372

営業外収益   

受取利息 32 25

受取配当金 3 2

受取手数料 58 24

雑収入 253 1

営業外収益合計 347 54

営業外費用   

支払利息 43 －

営業外費用合計 43 －

経常損失（△） △21,264 △48,318

税引前四半期純損失（△） △21,264 △48,318

法人税、住民税及び事業税 647 521

法人税等合計 647 521

四半期純損失（△） △21,912 △48,839
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△） △21,264 △48,318

減価償却費 4,670 2,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △2,930

受取利息及び受取配当金 △36 △27

支払利息 43 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,189 169,791

たな卸資産の増減額（△は増加） 504 △1,973

仕入債務の増減額（△は減少） △23,589 △75,730

前受金の増減額（△は減少） 7,304 15,651

その他 △11,085 △18,731

小計 △10,298 40,185

利息及び配当金の受取額 36 27

利息の支払額 △43 －

法人税等の支払額 △1,308 △1,182

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,613 39,031

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 △5,235 △1,173

差入保証金の差入による支出 － △60

差入保証金の回収による収入 50 1,240

その他 － 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,185 9

財務活動によるキャッシュ・フロー   

割賦債務の返済による支出 △534 －

株式の発行による収入 － 500

財務活動によるキャッシュ・フロー △534 500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,334 39,540

現金及び現金同等物の期首残高 315,739 242,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 298,405 281,830
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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