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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 707 72.4 33 ― 28 ― 25 ―
23年3月期第1四半期 410 △21.0 △183 ― △186 ― △193 ―

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 165.31 ―
23年3月期第1四半期 △1,256.66 ―

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 2,865 1,120 39.1 7,283.05
23年3月期 2,761 1,106 39.7 7,127.86
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,120百万円 23年3月期  1,096百万円

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 ― ― ―

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) 1,300 28.3 10 ― 10 ― 10 ― 65.02
通期 2,800 16.6 50 ― 50 ― 50 ― 325.10



(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 156,800 株 23年3月期 156,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,000 株 23年3月期 3,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 153,800 株 23年3月期1Q 153,800 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Ｐ．２「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）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により大きな打撃を被るもの

の、サプライチェーンの急速な復旧より日本経済は回復基調にありますが、政局の混迷や電力供給不足など懸念す

べき問題も多く、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

このような経営環境の中、当社は、前事業年度までの新３ヵ年中期経営計画で確立した事業体制の下、更なる営

業活動の強化と新規商品の開発に取り組むと共に、当事業年度の重点ターゲット分野である「テレコム」「ファイ

ナンス」「エンタープライズ」の３分野に注力することで、事業基盤の強化ならびに事業の拡大に努めてまいりま

した。 

当第１四半期会計期間の事業部門別の概要は以下の通りであります。 

（通信事業者／サービスプロバイダ部門） 

当部門におきましては、スマートフォンに代表される新しい通信サービスの普及に伴い、各通信事業者では、高

速かつ繋がりやすい通信サービスの提供が課題となっています。当部門ではこれらの課題解決に、QoEお客様体感

品質向上ソリューションの提案活動に努めてまいりました。これにより、当事業年度にずれ込んだ国内移動体通信

事業者の大型プロジェクト案件（公衆無線LANサービス）では、サービス利用者向けのIPアドレス管理ならびにシ

ステム構築の支援を受注いたしました。また、次世代移動体通信サービス（海外通信事業者：フェムトセル、国内

移動体通信事業者：WiMAX）向けの継続案件や、電力系インターネット接続事業者向けのユーザー自動診断ツール

開発案件など、当社が得意とする顧客認証システムやカスタマイズド・ネットワーク・サービスの案件は引き続き

堅調に推移いたしました。その結果、売上高は256百万円（前年同期35百万円、前年同期比613.9％増）と、当部門

の売上高は前年同期を大幅に上回りました。 

（エンタープライズ部門） 

当部門における外資系金融業界に向けた営業活動では、前期に引き続き、証券取引所の次世代株式売買システム

における高速かつ緻密なアルゴリズムトレーディングのモニタリングソリューションの提案活動に注力いたしまし

た。これにより、外資系証券会社からの証券取引モニタリングの追加案件を受注いたしました。 

また、当部門における大手製造業を中心とした当社の主要顧客に向けた営業活動では、このたびの震災に伴い、

ITインフラを活用した災害時の事業継続計画などの提案活動に注力いたしました。これにより、大手製造業では、

事業所間の情報伝達手段としてビデオ会議システムが採用されました。なお、前期より継続的に取り組んできた、

官公庁向けネットワークモニタリング案件のアプリケーションパフォーマンス管理商品の受注や、震災の影響によ

り前期から当事業年度にずれ込んだ案件の受注、納品、検収が順調に進んだことで、当部門の売上高は堅調に推移

いたしました。その結果、売上高は175百万円（前年同期120百万円、前年同期比45.0％増）となりました。 

（保守サービス部門） 

当部門におきましては、エンタープライズ部門の売上高が回復基調にあることから、新規保守契約が増加したこ

とで、当部門の売上高は増加いたしました。また、当部門での継続的な取り組みである、保守業務の内製化による

業務委託費の削減や、既存顧客の保守契約更新率の向上により、高収益体質の確立に努めております。その結果、

売上高は275百万円（前年同期253百万円、前年同期比8.7％増）となりました。 

以上の結果、通信事業者／サービスプロバイダ部門の受注活動が好調に推移したことで、当第１四半期会計期

間の売上高は707百万円（前年同期410百万円、前年同期比72.4％増）と前年同期を上回る売上高となりました。 

利益面につきましては、売上高の増加に伴う増益効果に加え、前事業年度に引き続き、役員報酬の減額をはじ

め、従業員の稼働率向上による人件費の抑制、一般管理費の圧縮に努めたことで、営業利益33百万円（前年同期は

183百万円の損失）、経常利益28百万円（前年同期は186百万円の損失）となりました。また、ゴルフ会員権の売却

損13百万円を特別損失に計上した結果、四半期純利益は25百万円（前年同期は193百万円の損失）となりました。

しかしながら、営業損益、経常損益および四半期純損益のいずれも前年同期と比べ大きく改善いたしました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における流動資産は、2,497百万円（前事業年度末は2,378百万円）となり118百万円増加いたし

ました。回収等による現金及び預金の増加（1,669百万円から1,705百万円へ36百万円増加）、売上高の計上等によ

る受取手形及び売掛金の増加（341百万円から404百万円へ62百万円増加）等が主な要因であります。 

当第１四半期末における固定資産は、368百万円（前事業年度末は382百万円）となり14百万円減少いたしまし

た。会員権の売却による減少（96百万円から83百万円へ13百万円減少）等が主な要因であります。 

当第１四半期末における流動負債は、1,687百万円（前事業年度末は1,602百万円）となり84百万円増加いたしま

した。前受金の増加（439百万円から502百万円へ62百万円増加）等が主な要因であります。 

当第１四半期末における固定負債は、57百万円（前事業年度末は51百万円）となり６百万円増加いたしました。

１．当四半期決算に関する定性的情報



リース債務の増加（37百万円から43百万円へ５百万円増加）等が主な要因であります。 

当第１四半期末における純資産は、1,120百万円（前事業年度末は1,106百万円）となり13百万円増加いたしまし

た。四半期純利益の計上による利益剰余金の増加（△424百万円から△399百万円へ25百万円増加）等が主な要因で

あります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

当社を取り巻く経営環境が不透明であることから、平成23年５月12日付け決算短信で公表いたしました業績予想

に変更はありません。 

（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 

該当事項はありません。 

当社は、前事業年度において東日本大震災等の影響により、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し

ていることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在しておりました。 

当社は、当該状況を解消すべく、営業力の強化並びにコスト削減として役員報酬の減額をはじめ、従業員の稼働率

向上による人件費の抑制、一般管理費の圧縮等に取り組みました。その結果、当四半期会計期間において、営業利益

33百万円、経常利益28百万円、四半期純利益25百万円を計上いたしました。 

また、平成24年３月期通期業績予想についても、営業利益50百万円、経常利益50百万円、当期純利益50百万円を見

込んでおります。 

以上により、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象は解消されたと判断しておりま

す。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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 1,669,012 1,705,831

受取手形及び売掛金 341,768 404,174

商品 81,307 69,710

仕掛品 9,213 5,874

前渡金 245,228 286,675

その他 34,507 27,018

貸倒引当金 △2,140 △2,140

流動資産合計 2,378,896 2,497,143

固定資産   

有形固定資産 83,581 90,185

無形固定資産 52,450 46,755

投資その他の資産   

その他 350,852 335,807

貸倒引当金 △104,462 △104,462

投資その他の資産合計 246,390 231,345

固定資産合計 382,422 368,285

資産合計 2,761,319 2,865,429

負債の部   

流動負債   

買掛金 182,024 183,363

短期借入金 886,600 880,400

未払法人税等 5,743 2,555

賞与引当金 23,112 36,070

前受金 439,943 502,844

その他 65,204 82,277

流動負債合計 1,602,627 1,687,510

固定負債   

資産除去債務 10,200 10,200

その他 41,555 47,584

固定負債合計 51,755 57,785

負債合計 1,654,383 1,745,295

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 △424,518 △399,092

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,107,818 1,133,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,554 △13,111

評価・換算差額等合計 △11,554 △13,111

新株予約権 10,671 －

純資産合計 1,106,935 1,120,133

負債純資産合計 2,761,319 2,865,429



（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 410,317 707,288

売上原価 325,829 473,452

売上総利益 84,488 233,835

販売費及び一般管理費 267,832 200,719

営業利益又は営業損失（△） △183,344 33,116

営業外収益   

受取利息 162 74

受取配当金 1,790 1,378

その他 469 111

営業外収益合計 2,422 1,564

営業外費用   

支払利息 2,933 1,702

為替差損 2,386 4,208

その他 33 0

営業外費用合計 5,353 5,910

経常利益又は経常損失（△） △186,275 28,770

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,553 －

新株予約権戻入益 564 10,671

特別利益合計 2,118 10,671

特別損失   

会員権売却損 － 13,115

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,959 －

特別損失合計 6,959 13,115

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △191,116 26,326

法人税、住民税及び事業税 945 945

法人税等調整額 1,211 △43

法人税等合計 2,156 901

四半期純利益又は四半期純損失（△） △193,273 25,425



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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