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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第2四半期 21,775 ― △130 ― △118 ― △386 ―

20年3月期第2四半期 24,004 △1.9 263 △66.8 204 △69.9 101 △51.4

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

21年3月期第2四半期 △6.37 ―

20年3月期第2四半期 1.67 ―

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

21年3月期第2四半期 46,889 23,783 50.2 387.88
20年3月期 51,670 24,562 46.6 396.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  23,560百万円 20年3月期  24,076百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 48,000 △6.9 1,100 △13.0 950 17.9 250 △50.5 4.11

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

［(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。 
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  62,449,621株 20年3月期  62,449,621株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,707,502株 20年3月期  1,694,035株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  60,750,616株 20年3月期第2四半期  60,771,833株
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当第２四半期連結累計期間のわが国の経済においては、原材料や原油価格の高騰およびサブプライムロ
ーン問題に端を発した金融不安による世界的な景気減速の影響を受けて、企業業績も悪化するなど、景気
の減速感がさらに強まりました。 
  当企業グループの主なサービス提供先である情報通信ネットワーク関連市場においては、光ネットワー
クの普及に対応した新しい取組みが進んでおります。 
  当企業グループは、このような事業環境の急激な変化に対応し「独創的な技術力・開発力を駆使できる
革新的企業」を目指して、「事業の拡大」と「経営体質の強化」の諸施策に取組んでまいりました。 
  「事業の拡大」につきましては、ネットワークソリューション分野およびセキュリティソリューション
分野の主力市場に対し、ＮＧＮなどに対応した融合商品を早期に開発、販売するための取組みを推進して
まいりました。 
  また、「経営体質の強化」につきましては、今後の、融合商品の開発、販売にあわせた組織の整備と人
材の育成に取組んでまいりました。その一環として７月１日に、販売力を強化するため、販売組織を一体
化し、地域に一層密着した販売体制に再編いたしました。 
  当第２四半期連結累計期間の売上高は、217億７千５百万円(前年同期比 9.3％減)と減少いたしまし
た。利益面では、総原価の低減に努めたものの、売上高の減少による利益の減少により経常損失は１億１
千８百万円(前年同期経常利益  ２億４百万円)、また、投資有価証券評価損の計上などにより四半期純損
失は３億８千６百万円(前年同期純利益  １億１百万円)となりました。 
 
  分野別の営業の概況は、次のとおりです。 
  
① ネットワークソリューション分野 

 ネットワークソリューション分野の売上高は、100億３千１百万円(前年同期比 4.9％減)となり
ました。これは光関連機器の増加はありましたが、中小事業所向けキーテレホンシステムが減少し
たことによるものです。 

② セキュリティソリューション分野 
  セキュリティソリューション分野の売上高は、117億４千４百万円(前年同期比 12.7％減)となり
ました。これはＩＣカードリーダライタの減少および昨年度一括受注した特定用途向けプリンタの
販売終了などによるものです。 

  

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ７億７千８百万円減少し、237億８
千３百万円となりましたが、総資産を47億８千１百万円圧縮したことにより、自己資本比率は3.6ポイン
ト改善し、50.2％となりました。 
  増減の主なものは、以下のとおりです。 
  資産は、現金及び預金が６億１百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金がその回収により53億
７千２百万円と大幅に減少したことなどにより、47億８千１百万円減少いたしました。 
  負債は、支払手形及び買掛金が14億６百万円減少したことに加え、長短借入金の返済および社債の償還
で18億１千２百万円減少したことなどにより、40億２百万円減少いたしました。 
  純資産は、評価・換算差額等は１億７千６百万円増加いたしましたが、利益剰余金が配当金の支払いお
よび四半期純損失の発生により、７億７千８百万円減少いたしました。 

  

通期の業績予想については、投資有価証券評価損の計上および 近の事業動向を踏まえ、平成20年11月
７日に修正いたしました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14
日)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号  平成19年
３月14日)を適用しております。 
  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準
第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表
価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。  
 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失および経常損失に与える影響はなく、税金等調
整前四半期純損失は213百万円増加しております。 

  
③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17
日 (企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))および「リース取引に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第16号 (平成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員
会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務
諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計
基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に
与える影響は、軽微であります。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
  固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 四半期連結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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,559 4,958 

受取手形及び売掛金 10,368 15,740 

商品及び製品 2,204 2,323 

仕掛品 1,117 599 

原材料及び貯蔵品 3,057 3,079 

繰延税金資産 1,287 1,120 

その他 748 940 

貸倒引当金 △9 △19 

流動資産合計 24,333 28,743 

固定資産 

有形固定資産 

土地 9,096 9,097 

その他（純額） 3,742 3,837 

有形固定資産合計 12,839 12,934 

無形固定資産 

ソフトウエア 5,007 4,985 

のれん 610 559 

その他 271 297 

無形固定資産合計 5,889 5,842 

投資その他の資産 3,783 4,108 

固定資産合計 22,512 22,886 

繰延資産 43 41 

資産合計 46,889 51,670 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,493 6,899 

短期借入金 4,019 5,862 

1年内償還予定の社債 917 604 

未払金 698 833 

未払費用 1,367 1,372 

未払法人税等 79 221 

未払消費税等 163 384 

製品保証引当金 354 276 

役員賞与引当金 20 69 

その他 489 472 

流動負債合計 13,602 16,996 

固定負債 

社債 2,046 1,977 

長期借入金 974 1,326 

繰延税金負債 1,255 1,515 

退職給付引当金 2,836 2,638 

役員退職慰労引当金 81 92 

負ののれん 1,499 1,635 

その他 811 927 

固定負債合計 9,503 10,112 

負債合計 23,106 27,108 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,836 10,836 

資本剰余金 6,331 6,331 

利益剰余金 7,581 8,272 

自己株式 △1,087 △1,085 

株主資本合計 23,662 24,355 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △118 △301 

為替換算調整勘定 16 22 

評価・換算差額等合計 △102 △278 

少数株主持分 223 485 

純資産合計 23,783 24,562 

負債純資産合計 46,889 51,670 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 21,775 

売上原価 15,768 

売上総利益 6,007 

販売費及び一般管理費 6,137 

営業損失（△） △130 

営業外収益 

受取利息 3 

受取配当金 44 

負ののれん償却額 136 

為替差益 54 

その他 50 

営業外収益合計 289 

営業外費用 

支払利息 70 

持分法による投資損失 9 

退職給付会計基準変更時差異の処理額 150 

その他 45 

営業外費用合計 277 

経常損失（△） △118 

特別利益 

固定資産売却益 4 

投資有価証券売却益 3 

特別利益合計 8 

特別損失 

固定資産除却損 14 

たな卸資産評価損 213 

投資有価証券評価損 540 

その他 3 

特別損失合計 771 

税金等調整前四半期純損失（△） △881 

法人税、住民税及び事業税 49 

法人税等調整額 △542 

法人税等合計 △493 

少数株主損失（△） △1 

四半期純損失（△） △386 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項がないため、記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

(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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(要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

（単位：百万円)

科    目

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

金額

Ⅰ 売上高 24,004

Ⅱ 売上原価 17,722

売上総利益 6,281

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,018

営業利益 263

Ⅳ 営業外収益 349

Ⅴ 営業外費用 408

経常利益 204

Ⅵ 特別利益 37

Ⅶ 特別損失 143

税金等調整前 

四半期純利益
99

法人税等 5

少数株主損失 8

四半期純利益 101
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