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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 12,002 5.3 1,059 40.5 1,114 37.6 665 33.1
25年3月期第2四半期 11,397 4.7 754 △3.2 810 △1.9 499 6.4

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

26年3月期第2四半期 44.83 ―
25年3月期第2四半期 33.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 37,203 31,255 84.0
25年3月期 37,180 30,892 83.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  31,255百万円 25年3月期  30,892百万円

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

25年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00
26年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 24,600 3.2 2,100 20.8 2,150 17.1 1,300 19.1 87.61



(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） 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 14,848,200 株 25年3月期 14,848,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 9,837 株 25年3月期 9,375 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 14,838,493 株 25年3月期2Q 14,839,829 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】3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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1．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する説明 

当第2四半期累計期間におけるわが国の経済は、大規模な金融緩和及び円高修正を背景にした輸出の

増加等により、緩やかな回復基調となりました。世界経済が米国を中心に持ち直しつつあり、内需も堅

調なことから、製造業の景況感が改善しております。 

情報通信業界では、スマートデバイスとクラウドサービスの一般消費者への浸透が本格化いたしまし

た。これにより通信事業者では、データ・トラフィック増加への対応やネットワーク基盤の高度化に向

けた設備投資が進められました。また、 先端のICT技術が、スマートエネルギー、スマートモビリ     

ティ、ヘルスケアをはじめとする様々な分野におけるイノベーションを促進しており、企業は柔軟なICT

基盤の構築とともにこうした次世代サービスへのIT投資を拡大させつつあります。その一方で、ソフト

ウェア開発事業における短納期化や効率化の要求は強さを増しており、これら市場の変化にいかに対応

していくかが課題となっております。 

このような事業環境の中で、当社は、投資の拡大が見込めるモバイルネットワークシステム（第4世

代移動体通信システム関連）及びネットワークマネジメントシステム（固定網インフラ関連）の受注拡

大に努めてまいりました。また、今後成長が見込めるオープンシステム分野へ積極的に展開し、業績の

拡大を図ってまいりました。 

以上の結果、売上高は12,002百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益は1,059百万円（前年同期比40.5％

増）、経常利益は1,114百万円（前年同期比37.6％増）、四半期純利益は665百万円（前年同期比33.1％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 

伝送システム関連の売り上げは増加いたしましたが、次世代ネットワーク（NGN）関連の売り上げ

が減少いたしました。 

この結果、売上高は2,087百万円（前年同期比2.3％減）となりました。 

ロ）モバイルネットワークシステム 

第4世代移動体通信システム関連の売り上げは増加いたしましたが、携帯端末関連及び第3世代移

動体通信システム関連の売り上げが減少いたしました。 

この結果、売上高は1,804百万円（前年同期比17.0％減）となりました。 

ハ）ネットワークマネジメントシステム 

モバイル網インフラ関連の売り上げは減少いたしましたが、固定網インフラ関連の売り上げが増

加いたしました。 

この結果、売上高は4,064百万円（前年同期比8.1％増）となりました。 

ニ）オープンシステム 

官公庁向けシステム関連及び製造業向け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3,061百万円（前年同期比20.1％増）となりました。 

ホ）組み込みシステム 

複合機関連の売り上げが増加いたしました。 



 

 

この結果、売上高は673百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

②その他 

自社製品関連の売り上げが増加いたしました。 

この結果、売上高は311百万円（前年同期比117.4％増）となりました。 

 

（2）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ22百万円増加し、37,203百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加513百万円があった一方、売掛金の減少203百万円、減価償却が

進んだことによる有形固定資産の減少139百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ340百万円減少し、5,947百万円となりました。これは主に、買掛金の

減少270百万円、受注損失引当金の減少59百万円があったためであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ363百万円増加し、31,255百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加368百万円があったためであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期会計期間末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513百万円増加し、15,936百万円となりました。 

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減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） 

営業活動の結果得られた資金は452百万円（前年同期比85.3％減）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益1,114百万円（前年同期比37.5％増）、賞与引当金の増加308

百万円（前年同期比2.8％増）があった一方、法人税等の支払額561百万円（前年同期は12百万円）、

仕入債務の減少270百万円（前年同期は100百万円の増加）があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は358百万円（前年同期は633百万円の使用）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入300百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は297百万円（前年同期比19.1％増）となりました。 

これは主に、配当金の支払296百万円（前年同期比20.1％増）によるものであります。 

 

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第2四半期累計期間の業績は、一部で発生していた不採算案件が順調に収束したこともあり、利益

が当初見込みを上回りました。 

企業のIT投資は引き続き堅調な推移を予想しておりますが、携帯端末市場をはじめ、通信分野の市場

動向については不透明な部分が多いことから、通期では概ね当初の見込みどおりを予想しております。 

以上により、平成25年5月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 



2．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,271,626 13,785,438

売掛金 6,304,546 6,101,231

有価証券 1,151,329 1,451,390

仕掛品 37,394 108,477

その他 1,578,706 1,727,864

貸倒引当金 △1,200 －

流動資産合計 22,342,403 23,174,402

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,212,338 5,095,457

土地 4,756,706 4,756,706

その他（純額） 204,696 181,619

有形固定資産合計 10,173,741 10,033,784

無形固定資産 45,799 31,107

投資その他の資産   

投資有価証券 3,444,428 3,135,759

その他 1,174,815 829,093

貸倒引当金 △1,000 △1,000

投資その他の資産合計 4,618,244 3,963,852

固定資産合計 14,837,785 14,028,744

資産合計 37,180,188 37,203,147

負債の部   

流動負債   

買掛金 622,482 352,298

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 612,603 549,934

賞与引当金 790,375 1,099,212

役員賞与引当金 － 53,000

受注損失引当金 59,886 －

その他 2,169,359 1,930,916

流動負債合計 4,754,707 4,485,361

固定負債   

退職給付引当金 1,280,656 1,216,008

その他 252,708 246,005

固定負債合計 1,533,364 1,462,014

負債合計 6,288,072 5,947,375



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30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 13,756,625 14,125,044

自己株式 △18,281 △18,917

株主資本合計 30,885,943 31,253,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,172 2,043

評価・換算差額等合計 6,172 2,043

純資産合計 30,892,115 31,255,771

負債純資産合計 37,180,188 37,203,147



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,397,635 12,002,938

売上原価 8,840,836 9,190,512

売上総利益 2,556,798 2,812,425

販売費及び一般管理費 1,802,311 1,752,576

営業利益 754,487 1,059,849

営業外収益   

受取利息 20,943 38,448

受取配当金 920 675

受取賃貸料 21,565 21,540

還付加算金 17,982 －

その他 6,351 5,458

営業外収益合計 67,762 66,121

営業外費用   

支払利息 1,721 1,716

賃貸収入原価 10,194 9,444

その他 0 －

営業外費用合計 11,916 11,160

経常利益 810,333 1,114,810

特別利益   

固定資産売却益 126 －

投資有価証券売却益 － 6,600

特別利益合計 126 6,600

特別損失   

固定資産除却損 158 132

減損損失 － 7,051

特別損失合計 158 7,184

税引前四半期純利益 810,300 1,114,226

法人税、住民税及び事業税 236,726 505,194

法人税等調整額 73,661 △56,164

法人税等合計 310,388 449,030

四半期純利益 499,912 665,195



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 810,300 1,114,226

減価償却費 155,204 149,638

減損損失 － 7,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 △1,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 300,326 308,836

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △59,886

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,354 △64,647

受取利息及び受取配当金 △21,863 △39,123

支払利息 1,721 1,716

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,600

売上債権の増減額（△は増加） 1,103,354 203,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,558 △71,006

仕入債務の増減額（△は減少） 100,297 △270,184

その他 △23,577 △292,603

小計 2,376,358 979,532

利息及び配当金の受取額 27,858 35,808

利息の支払額 △1,592 △1,342

法人税等の支払額 △12,686 △561,173

法人税等の還付額 700,569 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,090,506 452,825

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 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △553,220 △1,467

無形固定資産の取得による支出 △2,661 －

投資有価証券の取得による支出 △900,000 －

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

800,000 9,200

その他 22,497 50,579

投資活動によるキャッシュ・フロー △633,384 358,312

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 △2,603 △635

配当金の支払額 △247,021 △296,628

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,624 △297,264

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） 2,207,497 513,873

現金及び現金同等物の期首残高 12,740,885 15,422,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,948,382 15,936,829



 

 

（4）四半期財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第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） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント
 

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 11,254,390 143,245 11,397,635 － 11,397,635

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 7,486 △7,486 － － －

計 11,261,877 135,758 11,397,635 － 11,397,635

セグメント利益又は損失

（△） 
796,769 △41,703 755,065 △578 754,487

（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△578千円は、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。 



 

 

Ⅱ 当第2四半期累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日） 

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 

（単位：千円） 

報告セグメント
 

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 11,691,552 311,385 12,002,938 － 12,002,938

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,392 △1,392 － － －

計 11,692,944 309,993 12,002,938 － 12,002,938

セグメント利益又は損失

（△） 
1,046,492 22,008 1,068,500 △8,651 1,059,849

（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△8,651千円は、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。 



 

 

3．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）

当第2四半期累計期間 
（自 平成25年 4月 1日
至 平成25年 9月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日）

ノードシステム 2,126,669 2,115,763 △0.5 4,154,756 

モバイルネットワークシステム 2,192,943 1,805,894 △17.6 4,306,793 

ネットワークマネジメントシステム 3,794,632 4,090,497 7.8 7,885,440 

オープンシステム 2,570,984 3,067,344 19.3 5,350,908 

 

組み込みシステム 634,322 672,171 6.0 1,306,458 

ソフトウェア開発関連事業 11,319,551 11,751,671 3.8 23,004,357 

その他 156,421 225,974 44.5 940,626 

合  計 11,475,973 11,977,646 4.4 23,944,984 

（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 
イ）受注高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第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）

当第2四半期累計期間
（自 平成25年 4月 1日
至 平成25年 9月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日）

ノードシステム 2,239,973 2,127,811 △5.0 4,222,737 

モバイルネットワークシステム 2,239,451 1,849,140 △17.4 4,274,619 

ネットワークマネジメントシステム 3,957,699 3,991,252 0.8 8,087,199 

オープンシステム 2,692,986 3,131,861 16.3 5,320,062 

 

組み込みシステム 575,877 582,663 1.2 1,319,535 

ソフトウェア開発関連事業 11,705,988 11,682,730 △0.2 23,224,154 

その他 165,701 199,730 20.5 971,688 

合  計 11,871,689 11,882,461 0.1 24,195,843 

（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。 



 

 

 

ロ）受注残高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第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）

当第2四半期累計期間
（自 平成25年 4月 1日
至 平成25年 9月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日）

ノードシステム 600,998 558,179 △7.1 517,985 

モバイルネットワークシステム 793,685 731,775 △7.8 687,138 

ネットワークマネジメントシステム 771,733 661,491 △14.3 734,456 

オープンシステム 733,093 671,816 △8.4 601,709 

 

組み込みシステム 310,413 294,227 △5.2 385,023 

ソフトウェア開発関連事業 3,209,925 2,917,490 △9.1 2,926,313 

その他 153,478 218,047 42.1 329,702 

合  計 3,363,403 3,135,538 △6.8 3,256,015 

（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）

当第2四半期累計期間
（自 平成25年 4月 1日
至 平成25年 9月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日）

ノードシステム 2,137,261 2,087,618 △2.3 4,203,038 

モバイルネットワークシステム 2,173,014 1,804,503 △17.0 4,314,729 

ネットワークマネジメントシステム 3,759,684 4,064,217 8.1 7,926,462 

オープンシステム 2,548,394 3,061,754 20.1 5,306,855 

 
組み込みシステム 636,034 673,459 5.9 1,305,083 

ソフトウェア開発関連事業 11,254,390 11,691,552 3.9 23,056,168 

その他 143,245 311,385 117.4 773,008 

合  計 11,397,635 12,002,938 5.3 23,829,176 

（注）1．金額は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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