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  （百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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1四半期 6,049 0.9 593 19.5 617 20.4 348 19.7

22年 3月期第1四半期 5,993 10.0 496 △1.0 513 △10.0 291 △13.2

 

 
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1四半期 28.16 ― 

22年 3月期第1四半期 23.53 ― 

 
（２）財政状態 

 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1四半期 35,641 30,059 84.3 2,430.40

22年 3月期 36,768 29,959 81.5 2,422.26

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期      30,059百万円 22年3月期             29,959百万円 

 
２．配当の状況 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00 

23年 3月期 ―  

23年 3月期(予想)  20.00 ― 20.00 40.00 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 

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、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 12,000 △2.4 1,200 △6.5 1,240 △6.1 700 △9.4 56.60

通  期 26,000 0.7 3,250 0.7 3,300 △0.4 1,850 5.6 149.58

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

  

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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年 3月期1Ｑ 12,373,500 株 22年 3月期 12,373,500 株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 5,345 株 22年 3月期 5,285 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年 3月期1Ｑ 12,368,175 株 22年 3月期1Ｑ 12,368,335 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

 
※ 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】3 ページ「1.当

四半期の業績等に関する定性的情報（3）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. 当四半期の業績等に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期におけるわが国の経済は、海外経済の改善や経済政策の効果により、輸出や生産が

緩やかに増加し、企業収益の改善が続きました。一方で、欧州の経済不安や景気回復の停滞リスク

は依然として残っており、国内では政策効果の一巡や個人消費を支える雇用情勢が引き続き厳しい

状況にあることから、先行きには不透明感が残りました。 

情報通信業界におきましては、次世代ネットワーク（NGN）や次世代移動体通信（LTE）といった

次世代の通信インフラ整備への投資が続くとともに、ネットワーク上にあるアプリケーションやサ

ーバ等のITリソースをサービスとして提供・利用する「クラウドコンピューティング」や、家電・

オフィス機器をネットワークにつないで様々なサービスを実現する「ホームICT」のような新たな

サービス基盤の開発に具体的な進展がみられました。また、モバイル分野では革新的な情報端末が

登場し、モバイル端末の新たな利活用に向けた新サービスの創出が期待できる状況となりました。

しかしながら、システム開発の現場におきましては、開発コストの削減圧力が依然強く、厳しい受

注環境が続きました。 

このような事業環境の中で当社は、次世代ネットワーク（NGN）関連及び次世代移動体通信（LTE）

関連のシステム開発を中心に、受注の拡大を図ってまいりました。 

以上の結果、売上高は6,049百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は593百万円（前年同期比

19.5％増）、経常利益は617百万円（前年同期比20.4％増）、四半期純利益は348百万円（前年同期比

19.7％増）となりました。 

 

＜セグメント別の概況＞ 

文中における金額につきましては、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

①ソフトウェア開発関連事業 

イ ノードシステム 

次世代ネットワーク（NGN）関連及び伝送システム関連の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は1,213百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 

ロ モバイルネットワークシステム 

携帯端末関連の売り上げは増加いたしましたが、第3世代移動体通信にかかわるシステム開

発が終息傾向にあり、無線基地局関連の売り上げは減少いたしました。 

この結果、売上高は1,420百万円（前年同期比6.7％減）となりました。 

ハ ネットワークマネジメントシステム 

現行ネットワークの更新に伴う開発及び次世代ネットワーク（NGN）関連の売り上げは増加

いたしましたが、第3世代移動体通信にかかわるシステム開発の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は2,176百万円（前年同期比9.1％減）となりました。 

ニ オープンシステム 

企業向け業務アプリケーション関連の売り上げは減少いたしましたが、インターネットビジ

ネス関連の売り上げは増加いたしました。 

この結果、売上高は906百万円（前年同期比42.2％増）となりました。 



 

 

ホ 組み込みシステム 

複合機等の制御ソフトウェア関連の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は228百万円（前年同期比35.7％増）となりました。 

 

②その他 

製品販売の売り上げは増加いたしましたが、システム要員派遣の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は103百万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期末の資産は、現金及び預金が907百万円増加し、売掛金が1,996百万円減少した結果、

前事業年度末に比べ1,127百万円減少し、35,641百万円となりました。 

負債は、買掛金が415百万円減少、未払法人税等が納税により622百万円減少した結果、前事業年

度末に比べ1,227百万円減少し、5,581百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金が100百万円増加した結果、前事業年度末に比べ100百万円増加し、30,059

百万円となりました。 

 

（3）業績予想に関する定性的情報 

情報通信業界におきましては、クラウドコンピューティングや次世代モバイルサービスによって

実現する新たなサービスにより、市場は緩やかながらも伸展するものと予測しております。しかし

ながら、景気の先行きにつきましては依然として不透明感が強いことから、平成22年5月7日に公表

いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 

2．その他の情報 

（1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目を重要なものに限定しております。 

 

（2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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、税引前四半期純利益は14,900千円減少しております。また、当会計基準等の適用

開始による資産除去債務の変動額は14,900千円であります。 



3．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第1四半期会計期間末 
(平成22年6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 12,928,957 12,021,702

売掛金 5,355,673 7,351,765

有価証券 151,397 151,370

仕掛品 237,258 71,593

その他 1,376,314 1,533,975

貸倒引当金 △1,600 △700

流動資産合計 20,048,000 21,129,707

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,889,404 4,948,658

土地 4,756,706 4,756,706

その他（純額） 229,514 243,034

有形固定資産合計 9,875,625 9,948,399

無形固定資産 74,177 65,908

投資その他の資産   

投資有価証券 3,883,280 3,884,472

その他 1,763,848 1,748,663

貸倒引当金 △3,840 △8,790

投資その他の資産合計 5,643,288 5,624,345

固定資産合計 15,593,092 15,638,653

資産合計 35,641,092 36,768,360

負債の部   

流動負債   

買掛金 558,376 973,611

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 46,534 668,730

賞与引当金 362,188 775,836

役員賞与引当金 15,063 －

資産除去債務 14,900 －

その他 2,252,350 2,090,368

流動負債合計 3,749,412 5,008,546

固定負債   

退職給付引当金 1,155,956 1,124,336

その他 676,193 676,443

固定負債合計 1,832,149 1,800,779

負債合計 5,581,562 6,809,326



（単位：千円）

当第1四半期会計期間末 
(平成22年6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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,500,550 8,500,550

資本剰余金 8,647,050 8,647,050

利益剰余金 12,918,241 12,817,293

自己株式 △14,969 △14,860

株主資本合計 30,050,872 29,950,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,658 9,001

評価・換算差額等合計 8,658 9,001

純資産合計 30,059,530 29,959,034

負債純資産合計 35,641,092 36,768,360



（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21年4月1日 

  至 平成21年6月30日) 

当第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) 

売上高 5,993,440 6,049,806

売上原価 4,595,166 4,563,060

売上総利益 1,398,274 1,486,745

販売費及び一般管理費 901,378 892,882

営業利益 496,896 593,863

営業外収益   

受取利息 14,763 15,230

受取配当金 210 915

受取賃貸料 10,707 10,822

その他 1,222 4,125

営業外収益合計 26,902 31,093

営業外費用   

支払利息 1,928 1,409

賃貸収入原価 6,059 5,836

貸倒引当金繰入額 2,500 －

その他 300 －

営業外費用合計 10,787 7,245

経常利益 513,011 617,711

特別損失   

固定資産除却損 1,686 906

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,900

その他 － 1,326

特別損失合計 1,686 17,132

税引前四半期純利益 511,325 600,579

法人税、住民税及び事業税 5,000 22,000

法人税等調整額 215,264 230,266

法人税等合計 220,264 252,266

四半期純利益 291,060 348,312



（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第1四半期累計期間 
(自 平成21年4月1日 

  至 平成21年6月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 511,325 600,579

減価償却費 98,512 79,922

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,000 △4,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △417,660 △413,648

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,074 31,619

受取利息及び受取配当金 △14,973 △16,145

支払利息 1,928 1,409

売上債権の増減額（△は増加） 1,758,904 1,996,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,884 △165,664

仕入債務の増減額（△は減少） △282,626 △415,235

その他 17,439 240,070

小計 1,711,041 1,934,948

利息及び配当金の受取額 17,395 15,311

利息の支払額 △1,393 △1,020

法人税等の支払額 △746,509 △593,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 980,533 1,356,023

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,985 △29,656

無形固定資産の取得による支出 △602 △11,570

投資有価証券の取得による支出 △50,000 △200,000

その他 24,375 24,257

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,263,787 △216,969

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △34 △109

配当金の支払額 △231,456 △231,662

財務活動によるキャッシュ・フロー △231,490 △231,772

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,012,831 907,281

現金及び現金同等物の期首残高 10,464,078 12,673,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,476,909 13,580,354



 

 

（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

①報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社は、主たる事業である基幹系通信システム、業務システム、組み込みシステム等に関する

ソフトウェアの受託開発及びそれにかかわる事業の売上高及び利益が、いずれも全体の90％以上

を占めております。このため当社では、この事業を担当する顧客別に編成された3つの事業本部

からなる「ソフトウェア開発関連事業」を報告セグメントとしております。 

 

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第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） 

（単位：千円） 

 
ソフトウェア

開発関連事業

その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期損益 

計算書計上額

（注3） 

売上高  

 外部顧客への売上高 5,945,876 103,930 6,049,806 － 6,049,806

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 20,203 △20,203 － － －

計 5,966,080 83,726 6,049,806 － 6,049,806

セグメント利益又は損失

（△） 
633,391 △38,769 594,621 △758 593,863

（注）1． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売事業等

を含んでおります。 

2．セグメント利益又は損失の調整額△758千円は、各報告セグメントに配分していない人件費で

あります。 

3．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

当第1四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 



 

 

4．補足情報 

（1）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成21年4月 1日
至 平成21年6月30日）

当第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）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 1,158,907 1,285,157 10.9 4,983,635

モバイルネットワークシステム 1,525,151 1,427,985 △6.4 6,230,347

ネットワークマネジメントシステム 2,244,262 2,319,425 3.3 9,270,058

オープンシステム 689,208 909,807 32.0 2,974,315

 

組み込みシステム 255,908 228,835 △10.6 1,015,458

ソフトウェア開発関連事業 5,873,438 6,171,210 5.1 24,473,814

その他 118,867 97,494 △18.0 763,895

合  計 5,992,306 6,268,705 4.6 25,237,709

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 
受注高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成21年4月 1日
至 平成21年6月30日）

当第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）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 1,219,112 1,599,973 31.2 4,813,886

モバイルネットワークシステム 1,166,023 1,243,200 6.6 5,955,294

ネットワークマネジメントシステム 2,178,360 2,289,737 5.1 9,260,686

オープンシステム 993,342 817,154 △17.7 3,283,419

 

組み込みシステム 91,064 248,755 173.2 836,526

ソフトウェア開発関連事業 5,647,902 6,198,821 9.8 24,149,812

その他 159,820 96,489 △39.6 791,699

合  計 5,807,722 6,295,311 8.4 24,941,511

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 



 

 

 

受注残高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成21年4月 1日
至 平成21年6月30日）

当第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）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 913,466 888,175 △2.8 501,220

モバイルネットワークシステム 1,047,962 829,000 △20.9 1,006,463

ネットワークマネジメントシステム 794,148 858,632 8.1 745,309

オープンシステム 650,035 465,733 △28.4 555,521

 

組み込みシステム 300,934 212,580 △29.4 192,660

ソフトウェア開発関連事業 3,706,546 3,254,120 △12.2 3,001,175

その他 133,307 129,575 △2.8 137,016

合  計 3,839,853 3,383,695 △11.9 3,138,191

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第1四半期累計期間
（自 平成21年4月 1日
至 平成21年6月30日）

当第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）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日）

ノードシステム 1,147,252 1,213,019 5.7 5,154,272

モバイルネットワークシステム 1,522,744 1,420,664 △6.7 6,353,513

ネットワークマネジメントシステム 2,395,167 2,176,414 △9.1 9,526,332

オープンシステム 637,860 906,943 42.2 3,022,450

 
組み込みシステム 168,583 228,835 35.7 1,022,320

ソフトウェア開発関連事業 5,871,608 5,945,876 1.3 25,078,889

その他 121,832 103,930 △14.7 750,002

合  計 5,993,440 6,049,806 0.9 25,828,892

（注）1．セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 
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