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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 1,702 △18.8 △175 ― △163 ― △185 ―

21年3月期第3四半期 2,096 ― △127 ― △115 ― △127 ―

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

22年3月期第3四半期 △1,204.39 ―

21年3月期第3四半期 △831.34 ―

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

22年3月期第3四半期 2,749 1,366 49.3 8,807.29
21年3月期 2,858 1,553 53.9 10,023.72

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,354百万円 21年3月期  1,541百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,000 △0.2 50 107.7 46 90.6 44 163.9 286.08



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 156,800株 21年3月期  156,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,000株 21年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 153,800株 21年3月期第3四半期 153,800株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 



 当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日）における我が国経済は、昨年秋以降の急激な景

気悪化傾向の下げ止まりがみられるなど、輸出の改善や工業生産の持ち直しの動きが一部で見られるものの、円高や

デフレ傾向が企業収益の圧迫要因になりつつあり、依然先行き不透明な状況で推移してまいりました。 

 こうした状況の中、製造業をはじめとする多くの企業では、設備投資等に対する慎重な姿勢が見られ、IT投資の抑

制や経費削減の傾向は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境の下、当社にも厳しい影響が出ているものの、当期は、新３ヵ年中期経営計画の２年目「飛躍

への準備」として、社員全員による現場主義で顧客第一を着実に実行し、顧客の視点に立ち、顧客へ新たな価値創造

を提供するビジネスによりいっそうフォーカスした営業活動を推進しております。 

 既存商品については、市場での価格競争の激化、IT投資抑制の影響を受けて、依然として厳しい状況が続いており

ます。しかしながら、前期より引き続き、大手通信事業者の次世代移動体通信サービス（WiMAX、Femtocell）構築プ

ロジェクトの継続案件をはじめ、地域WiMAX構築案件、仮想移動体通信事業者（MVNO）サービス構築案件のAAA認証サ

ーバ商品およびソフトウェア開発の受注を獲得しております。また、製造業をはじめとする一般企業では、IPアドレ

スマネジメント商品（DNS/DHCP）によるネットワーク構築案件の受注は堅調に推移しており、当社の強みである技術

力を発揮するシステム開発や、ネットワーク構築業務の実績を着実に積み上げております。 

 新規商品については、仮想化環境の障害分析ツール（eGInnovations社）が、日本ユニシスのICT次世代データセン

タ運用管理の自動化に向けた障害分析システムとして採用されました。また、ビデオ会議システム（Tandberg社）

は、製造業を中心に、出張経費のコスト削減の一環に採用されるなど順調に立ち上がり、受注実績を積み上げており

ます。 

 しかしながら、市場での価格競争の激化、IT投資抑制の影響による受注案件の小型化、新規受注の減少により、そ

の結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,702百万円（前年同四半期比18.8％減）となりました。 

 利益面につきましては、前期より継続的に取り組んでいる生産性の向上と「フリーアドレススタイル導入でのオフ

ィススペース削減」、「業務改善による労務費削減」、「リース資産の見直し」によるコスト削減に取り組んでおり

ますが、売上高の減少に伴い売上総利益は560百万円（前年同四半期比17.2％減）、営業損失175百万円（前年同四半

期は127百万円の損失）、経常損失163百万円（前年同四半期は115百万円の損失）、投資有価証券評価損20百万円の

発生等により、四半期純損失185百万円（前年同四半期は127百万円の損失）となりました。 

 当第３四半期累計期間の事業部門別の概要は以下の通りであります。 

（プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）） 

 当事業の通信事業者/サービスプロバイダ部門では、アプリケーションパフォーマンスマネジメント商品が、金融

系顧客向けサービス需要の拡大に伴う、国内証券会社ネットワークサービスマネジメント構築案件や、モバイル系サ

ービス事業者での次世代移動体高速通信サービス構築案件の受注を獲得しております。また、日本ユニシスのICT次

世代データセンタ案件では、仮想化環境の障害分析ツールの納入を開始しております。しかしながら、ブロードバン

ドサービス加入者向けクライアントソフトウェアは、電力系ブロードサービスプロバイダ各社からの受注、売上とも

予定通り推移するものの、大手通信事業者では同市場の一巡化による当該販売が減少したことにより、売上は低調に

推移しております。その結果、売上高は230百万円（前年同四半期比64.3％減）となりました。 

（プロダクトセールス事業（エンタープライズネットワーク部門）） 

 当事業のエンタープライズネットワーク部門では、製造業を中心に一般企業のIT投資抑制の影響は依然として継続

しておりますが、IPアドレスマネジメト商品によるネットワーク構築案件や、ビデオ会議システム構築案件などは、

企業経営におけるコスト削減対策や、競争力強化によるIT設備の戦略的な投資活動の一環により、受注、売上とも堅

調に推移しております。その結果、売上高は440百万円（前年同四半期比59.5％増）となりました。 

（インテグレーションサービス事業） 

 当事業では、大手通信事業者による次世代移動体通信サービス（WiMAX、Femtocell）構築プロジェクトの前期から

の継続案件や、地域WiMAX構築案件、仮想移動体通信事業者サービス構築案件のAAA認証サーバ商品およびソフトウェ

ア開発の受注は堅調に推移しております。またビデオ会議システムを採用した大手製造業の大規模ネットワーク構築

案件は納入となりました。しかしながら、IT投資抑制の影響を受けて、受注、売上とも低調に推移しており、その結

果、売上高は246百万円（前年同四半期比40.2％減）となりました。 

（サポート＆サービス事業） 

 当事業では、市場での価格競争の激化、IT投資抑制の影響による受注案件の小型化、新規受注の減少により、新規

保守契約は低調に推移するものの、既存顧客の保守契約更新率の維持向上を図ることで、同事業の売上は堅調に推移

しております。その結果、売上高は785百万円（前年同四半期比3.0％増）となりました。また、保守事業の再構築と

して、保守メニューの見直しと、業務の一部内製化により業務委託を削減することで、顧客満足度の向上と業務の効

率化を図ってまいります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



 当第３四半期末の流動資産は、2,331百万円（前事業年度末は2,324百万円）となり６百万円増加いたしました。長

期性預金100百万円を流動資産へ振替えたこと等による現金及び預金の増加（1,305百万円から1,443百万円へ138百万

円増加）、回収等による売上債権の減少（565百万円から440百万円へ125百万円減少）等が主な要因であります。  

 当第３四半期末の固定資産は、417百万円（前事業年度末は533百万円）となり115百万円減少いたしました。長期

性預金の流動資産への振替100百万円、投資有価証券の評価損20百万円等が主な要因であります。 

 当第３四半期末の流動負債は、1,356百万円（前事業年度末は1,271百万円）となり84百万円増加いたしました。借

入等による短期借入金の増加（500百万円から577百万円へ77百万円増加）、保守契約に係わる前受金の増加（382百

万円から413百万円へ31百万円増加）等が主な要因であります。 

 当第３四半期末の固定負債は、26百万円（前事業年度末は32百万円）となり６百万円減少いたしました。リース債

務の返済による減少（28百万円から22百万円へ６百万円減少）が主な要因であります。 

 当第３四半期末の純資産は、1,366百万円（前事業年度末は1,553百万円）となり187百万円減少いたしました。四

半期純損失の計上による利益剰余金の減少（16百万円から△168百万円へ185百万円減少）が主な要因であります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、本資料の公開時点において、平成21年

10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の業績予想に変更はありません。 

 当第４四半期は、前期より引き続き大手通信事業者の次世代移動体通信サービス（WiMAX、Femtocell）構築プロジ

ェクトのAAA認証サーバ商品の受注が堅調に推移しております。また、製造業をはじめとする一般企業では、IPアド

レスマネジメント製品によるネットワーク構築案件や、ビデオ会議システムの案件など、企業経営におけるコスト削

減対策や、競争力強化によるIT設備の戦略的な投資活動の一環による受注は堅調に推移しておりますが、既に受注済

みの案件および新規案件の受注遅延・失注等の機会損失を防ぐことに注力するとともに、今後も、①マーケティング

活動の強化による新規顧客の開拓および拡販、②コスト・コントロールの強化、③販売チャネル戦略の見直しを行

い、業績回復、利益の確保に努めてまいります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,443,470 1,305,321

受取手形及び売掛金 440,364 565,635

商品 125,592 176,664

仕掛品 2,354 899

前渡金 220,412 211,730

その他 100,604 66,360

貸倒引当金 △1,424 △1,826

流動資産合計 2,331,374 2,324,786

固定資産   

有形固定資産 70,624 85,627

無形固定資産 23,373 20,783

投資その他の資産 323,898 427,397

固定資産合計 417,896 533,808

資産合計 2,749,271 2,858,595

負債の部   

流動負債   

買掛金 262,840 263,090

短期借入金 577,000 500,000

未払法人税等 3,802 7,203

賞与引当金 26,112 35,641

前受金 413,188 382,161

その他 73,581 83,856

流動負債合計 1,356,525 1,271,953

固定負債   

その他 26,421 32,829

固定負債合計 26,421 32,829

負債合計 1,382,946 1,304,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △168,564 16,670

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,363,772 1,549,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,211 △7,359

評価・換算差額等合計 △9,211 △7,359

新株予約権 11,763 12,164

純資産合計 1,366,324 1,553,812

負債純資産合計 2,749,271 2,858,595



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,096,427 1,702,910

売上原価 1,419,716 1,142,660

売上総利益 676,711 560,250

販売費及び一般管理費 804,605 735,313

営業損失（△） △127,893 △175,063

営業外収益   

受取利息 1,368 1,332

受取配当金 730 1,932

為替差益 24,732 11,793

受取保険金 － 2,360

その他 2,042 1,045

営業外収益合計 28,873 18,462

営業外費用   

支払利息 4,330 6,767

デリバティブ評価損 11,608 －

その他 69 －

営業外費用合計 16,007 6,767

経常損失（△） △115,028 △163,367

特別利益   

固定資産売却益 － 1,122

貸倒引当金戻入額 － 401

新株予約権戻入益 1,110 400

特別利益合計 1,110 1,924

特別損失   

固定資産除却損 2,044 －

投資有価証券評価損 9,063 20,957

特別損失合計 11,108 20,957

税引前四半期純損失（△） △125,025 △182,400

法人税、住民税及び事業税 2,835 2,835

法人税等合計 2,835 2,835

四半期純損失（△） △127,860 △185,235



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △125,025 △182,400

減価償却費 20,874 29,828

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,119 △9,529

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,677 △401

受取利息及び受取配当金 △2,099 △3,264

支払利息 4,330 6,767

売上債権の増減額（△は増加） 77,943 125,271

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,184 47,880

仕入債務の増減額（△は減少） △113,025 △249

その他 230,805 △19,619

小計 94,192 △5,718

利息及び配当金の受取額 1,995 3,561

利息の支払額 △3,882 △6,642

法人税等の支払額 △3,780 △3,780

法人税等の還付額 － 388

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,525 △12,190

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △235,723 △340,898

定期預金の払戻による収入 133,806 227,894

有形固定資産の取得による支出 △15,301 △12,552

有形固定資産の売却による収入 － 5,924

無形固定資産の取得による支出 △1,030 △7,929

投資有価証券の取得による支出 △900 △2,907

その他 16,025 △2,241

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,123 △132,709

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △35,200 77,000

配当金の支払額 △42 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △6,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,242 70,466

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,840 △74,855

現金及び現金同等物の期首残高 737,605 970,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 687,764 895,599



 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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