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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 702 38.7 △157 ― △159 ― △179 ―

22年3月期第2四半期 506 △51.7 △299 ― △314 ― △399 ―

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

23年3月期第2四半期 △14,119.85 ―

22年3月期第2四半期 △31,489.61 ―

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

23年3月期第2四半期 2,932 2,632 89.8 207,582.07
22年3月期 3,142 2,810 89.4 221,628.08

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,632百万円 22年3月期  2,810百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,802 18.2 △228 ― △236 ― △259 ― △20,422.65



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  13,588株 22年3月期  13,588株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  906株 22年3月期  906株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  12,682株 22年3月期2Q 12,682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]２ページ「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２四半期におけるわが国の経済は、企業収益及び設備投資には改善が見られるものの、輸出や生産などが弱

含み状態となり、経済環境の厳しさが増してきています。先行きについては、経済対策の効果により景気の持ち直

しが期待されますが、雇用情勢は依然として厳しく、為替レートの変動や海外経済の下振れ懸念があり、国内景気

が悪化するリスクが存在します。 

 当社の主要な販売品目である国内サーバ市場においては、出荷台数が増加し、出荷金額においても下げ止まりつ

つありますが、依然として企業の設備投資に対する選別が厳しく、市場回復の推移は予断をゆるしません。 

 このような環境において、当社は、自社製品に注力する方針のもと営業活動を行い、法人顧客における売上高の

持ち直しにより、当第２四半期累計期間の売上高は702百万円（前年同期比195百万円・38.7％増加）と前年同期に

比べ大幅に増加しました。販売費及び一般管理費は、固定費削減施策の効果や全般的に抑制努力を継続し前年同期

に比べ大幅に減少しました。この結果、営業損失は157百万円（前年同期は営業損失299百万円）、経常損失は159

百万円（前年同期は経常損失314百万円）、四半期純損失は179百万円（前年同期は四半期純損失399百万円）とな

りました。 

 品目別の売上高動向につきましては、次のとおりであります。 

  

（自社製品コンピュータ） 

 マイクロサーバについては、システムインテグレータ及び大手通信事業者などへの売上高が着実に伸長し、サー

バ・ストレージについては、システムインテグレータへの大口の出荷があり、売上高が増加しました。この結果、

自社製品コンピュータ全体の売上高は前年同期と比べ大幅に増加し、357百万円（前年同期比153百万円・75.2％増

加）となりました。 

  

（コンピュータ関連商品） 

 法人営業販売における他社製サーバの大口出荷などにより伸長し、コンピュータ関連商品全体の売上高は前年同

期と比べ増加しました。この結果、売上高は275百万円（前年同期比32百万円・13.4％増加）となりました。 

  

（サービス・その他） 

 顧客に納入した自社製品コンピュータへの延長保守サービスが堅調に推移し、かつ通信事業者向けのソフトウェ

ア開発が貢献し売上高は70百万円（前年同期比10百万円・16.8％増加）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 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、前事業年度末に比べ7百万円

増加し、778百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

 税引前四半期純損失177百万円の計上やたな卸資産の増加による支出63百万円、仕入債務の減少による支出41百

万円等の支出要因のほか、売上債権の減少による収入133百万円、前渡金の減少による収入86百万円等の収入要因

がありました結果、営業活動に使用した資金は38百万円となりました。（前年同期は399百万円の使用） 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 東京ロジスティクスセンターの閉鎖（平成22年１月）及び本社事務所の再契約に伴う敷金及び保証金の回収等に

より、投資活動により獲得した資金は47百万円となりました。（前年同期は10百万円の使用） 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増減はありませんでした。（前年同期は資金の増減なし） 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績を勘案し、平成22年５月14日付当社「平成22年３月期 決算短信(非連結)」におい

て公表しました平成23年３月期通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年11月12

日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これにより、当第２四半期累計期間の税引前四半期純損失が18,000千円増加しております。 

   

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,278,565 2,271,205

売掛金 221,489 354,784

商品及び製品 54,123 89,455

原材料 131,911 32,602

その他 13,516 111,668

貸倒引当金 △332 △532

流動資産合計 2,699,273 2,859,184

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 152,212 155,096

その他 80,770 128,532

投資その他の資産合計 232,983 283,628

固定資産合計 232,983 283,628

資産合計 2,932,256 3,142,813

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,774 186,051

未払法人税等 9,827 11,024

賞与引当金 20,403 20,793

製品保証引当金 3,002 3,759

その他 88,435 96,293

流動負債合計 266,443 317,921

固定負債   

退職給付引当金 15,257 14,204

その他 18,000 －

固定負債合計 33,257 14,204

負債合計 299,700 332,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,414,700 2,414,700

資本剰余金 5,566,781 5,566,781

利益剰余金 △5,183,552 △5,004,484

自己株式 △158,329 △158,329

株主資本合計 2,639,599 2,818,667

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,043 △7,980

評価・換算差額等合計 △7,043 △7,980

純資産合計 2,632,555 2,810,687

負債純資産合計 2,932,256 3,142,813
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 506,822 702,775

売上原価 364,917 481,702

売上総利益 141,904 221,073

販売費及び一般管理費 441,503 378,706

営業損失（△） △299,598 △157,633

営業外収益   

受取利息 3,809 2,161

為替差益 232 －

その他 146 345

営業外収益合計 4,187 2,506

営業外費用   

為替差損 － 687

投資事業組合運用損 18,691 3,654

営業外費用合計 18,691 4,341

経常損失（△） △314,102 △159,468

特別利益   

貸倒引当金戻入額 320 200

製品保証引当金戻入額 1,979 757

特別利益合計 2,299 957

特別損失   

減損損失 9,750 2,526

過年度製品保証引当金繰入額 6,892 －

物流センター閉鎖損失引当金繰入額 68,800 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,130

特別損失合計 85,442 18,656

税引前四半期純損失（△） △397,246 △177,167

法人税等 2,105 1,900

四半期純損失（△） △399,351 △179,067
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △397,246 △177,167

減損損失 9,750 2,526

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,130

物流センター閉鎖損失引当金の増減額（△は減
少）

68,800 －

受取利息及び受取配当金 △3,949 △2,301

売上債権の増減額（△は増加） 207,870 133,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,360 △63,976

仕入債務の増減額（△は減少） △82,236 △41,276

前渡金の増減額（△は増加） － 86,174

未払金の増減額（△は減少） △2,330 △34,573

その他 2,715 44,044

小計 △344,985 △37,125

利息及び配当金の受取額 4,609 2,641

保険金の受取額 5,000 －

役員弔慰金の支払額 △60,000 －

法人税等の支払額 △4,552 △4,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △399,928 △38,730

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 △1,500,000 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 1,500,000 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △9,880 △432

無形固定資産の取得による支出 △284 △224

敷金及び保証金の回収による収入 － 47,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,164 47,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △255 △1,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △410,348 7,359

現金及び現金同等物の期首残高 1,425,303 771,205

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,014,954 778,565
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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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