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（百万円未満切捨て） 
１．平成20年３月期第1四半期の連結業績（平成19年３月21日～平成19年６月20日） 
(1)連結経営成績                             （％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 3,121 △12.1 △298 ― △306 ― △170 ―
19年３月期第１四半期 3,550 18.6 △296 ― △301 ― △192 ―

19年３月期 19,325 735 709  292
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

  円 銭  円 銭

20年３月期第１四半期 △9.49 ― 
19年３月期第１四半期 △10.70 ― 

19年３月期 16.26 ―
 
(2)連結財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 8,559 3,455 40.3 191.46 
19年３月期第１四半期 8,913 3,444 38.6 190.97 

19年３月期 11,135 3,751 33.6 207.90
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 820 △30 △866 437
19年３月期第１四半期 326 △5 △286 360

19年３月期 798 △129 △481 514
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第1四半期末 

  円 銭

19年３月期第１四半期 ― 
20年３月期第１四半期 ― 
 
 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

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

中 間 期 9,700 0.8 440 0.4 430 0.4 250 57.7 13.89
通    期 21,000 8.7 1,120 52.3 1,100 55.1 600 105.0 33.33
※当第1四半期の業績は概ね当初予想どおり推移しており、中間期および通期の業績につきましても、現時点
では、平成19年４月18日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 
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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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ：有 
 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：有 

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成20年３月期第1四半期の個別業績（平成19年３月21日～平成19年６月20日） 
(1)個別経営成績                           （％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,827 △15.8 △318 ― △307 ― △178 ―
19年３月期第１四半期 3,357 18.4 △293 ― △283 ― △167 ―

19年３月期 18,274 616 606  262
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

  円 銭  円 銭

20年３月期第１四半期 △9.92 ― 
19年３月期第１四半期 △9.32 ― 

19年３月期 14.58 ―
 

(2)個別財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 8,196 3,290 40.1 182.82
19年３月期第１四半期 8,715 3,344 38.4 185.83

19年３月期 10,735 3,594 33.5 199.71
 
 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年３月21日～平成20年３月20日）【参考】 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中 間 期 9,200 0.5 401 2.6 400 0.9 230 56.4 12.78
通    期 20,000 9.4 1,020 65.5 1,000 65.0 550 109.6 30.56
※当第1四半期の業績は概ね当初予想どおり推移しており、中間期および通期の業績につきましても、現時
点では、平成19年４月18日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 

 
※ 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、本資料の発表日において入手可能な情報及び
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って大きく異なる可能性
があります。 
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【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 

(1) 平成20年３月期 第１四半期の概況 

当第１四半期におけるわが国経済は、輸出は増加を続けており、国内においても高水準に推移する企

業収益を背景に設備投資は増加を続けております。また、個人消費も底堅く推移しており、景気は緩や

かに拡大しております。 

情報サービス業界では、金融業向けや製造業向けなどのシステム構築やアウトソーシングサービスの

増加、薄型テレビやデジタルカメラ等のデジタル家電や携帯電話の情報関連商品の消費も緩やかに増加

しております。 

このような環境の中で、当社グループは、中期経営計画２年目にあたり、事業構造、生産構造、財務

構造の３つの構造改革を軸として、環境変化に強い経営体質をもった企業へと自ら「変化」することに

邁進しております。 

当第１四半期業績は、売上高は31億21百万円（前年同四半期比12.1%減）、経常損失3億6百万円、四

半期純損失1億70百万円となりました。 

なお、わが国の多数の企業が事業年度を４月から３月までと定めているため、システムの導入および

検収が顧客の決算期である９月および３月に集中します。このため、当社グループの売上高および利益

も中間期末および期末に集中する傾向にあり、第１四半期および第３四半期の売上高および利益が他の

四半期に比して低い水準となっております。 

 

(2) 事業別の状況 

〔ビジネスシステム事業〕 

当事業では、移動体通信事業者向けシステム構築や製造業等の企業向けシステム構築については堅

調でありました。その結果、売上高は13億43百万円（前年同四半期比9.9%増）となりました。 

〔組込コンポーネント事業〕 

当事業では、大型開発案件が一巡したこと、汎用ボードや通信端末を取り扱う制御プラットフォー

ムの需要は低調であったことに加え、液晶製造装置市場の低迷に伴い液晶製造装置メーカー向けの制

御用ソフト等も低調に推移しました。その結果、売上高は10億5百万円（同22.0%減）となりました。 

〔ネットコミュニケーション事業〕 

当事業では、インターネットサーバ（NetSHAKERシリーズ）などのインターネット・セキュリティ

関連製品は堅調に推移しましたが、トータルソリューションビジネスは低調に推移しました。その結

果、売上高は2億10百万円（同3.9%減）となりました。 

〔サービス事業〕 

当事業では、民間向けのインターネットサービスは堅調でありましたが、自治体向けの情報通信基

盤構築・運営や医療機関向けソリューションサービスは低調に推移しました。その結果、売上高は5

億62百万円（同31.5%減）となりました。 

 

 

２ 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

当第１四半期末の流動資産は65億15百万円（前年同四半期末比5億34百万円減）となりました。こ

れは、主としてたな卸資産が6億5百万円減少したこと等によるものです。 

固定資産は20億44百万円（同1億80百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増

加等により投資その他の資産が1億24百万円増加したこと、市場販売目的のソフトウェア開発等によ

り無形固定資産が84百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、資産合計は85億59百万円（同3億54百万円減）となりました。 

② 負債 

当第１四半期末の流動負債は36億1百万円（同3億39百万円減）となりました。これは、主として短

期借入金が7億10百万円減少したこと、未払費用が1億75百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が

1億43百万円増加したこと等によるものです。 

固定負債は15億2百万円（同25百万円減）となりました。これは、主として長期借入金が1億円減少

したこと、退職給付引当金が84百万円増加したこと等によるものです。 

この結果、負債合計は51億3百万円（同3億65百万円減）となりました。 
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③ 純資産 

当第１四半期末の純資産合計は34億55百万円（同11百万円増）となりました。これは、主として利

益剰余金が62百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が53百万円減少したこと等によるもの

です。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは8億20百万円（前年同四半期比4億94百万

円増）、投資活動によるキャッシュ・フローは△30百万円（同24百万円減）、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは△8億66百万円（同5億80百万円減）、現金及び現金同等物に係る換算差額は0百万円（同0

百万円増）となり、当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、

前連結会計年度末より76百万円減少し、4億37百万円（同76百万円増）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は8億20百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失3億

5百万円を計上したことに加え、仕入債務の減少12億20百万円や未払費用の減少2億16百万円、たな卸

資産の減少2億37百万円等がありましたが、売上債権の減少29億28百万円等があったこと等によるも

のです。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は30百万円となりました。これは、無形固定資産の取得28百万円等による

ものです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は8億66百万円となりました。これは、短期借入金の減少7億40百万円、配

当金の支払い1億26百万円があったこと等によるものです。 

 

 

３ 連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は前第１四半期に比べ低い水準で推移しており、組込コンポーネント事業における

液晶製造装置市場の低迷等のマイナス要因はありますが、継続する企業の高収益を背景として製造業等の

企業向けビジネスソリューションは引き続き順調に推移し、その他の事業につきましても当初計画どおり

推移するものと考えております。 

このような状況を踏まえ、中間期および通期の業績は、平成19年４月18日に発表いたしました業績予想

と変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

たな卸資産について、実地たな卸を省略しております。 

また、その他影響額の僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

当第１四半期より平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した資産については、

改正後の法人税法に定める方法に変更しております。 

なお、この変更により従来の方法に比べて、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失が51千

円増加しております。 
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５ (要約)四半期連結財務諸表 

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成18年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成19年６月20日現在)
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 360,759 437,432 76,673 514,045

２ 受取手形及び売掛金 2,697,263 2,722,119 24,855 5,650,294

３ たな卸資産 3,473,680 2,868,488 △605,192 2,631,083

４ 繰延税金資産 382,345 433,741 51,396 271,075

５ その他 136,422 64,542 △71,879 84,689

  貸倒引当金 △1,172 △11,148 △9,975 △11,359

流動資産合計 7,049,299 79.1 6,515,176 76.1 △534,122 9,139,829 82.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 399,533 370,599 △28,934 378,471

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 24,392 23,692 △699 21,299

有形固定資産合計 817,003 9.2 787,368 9.2 △29,634 792,848 7.1

２ 無形固定資産 119,488 1.3 204,447 2.4 84,958 196,074 1.8

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 188,074 104,809 △83,265 103,330

(2) 繰延税金資産 500,992 533,851 32,859 552,816

(3) その他 241,041 416,148 175,107 353,273

  貸倒引当金 △2,604 △2,604 ― △2,604

投資その他の資産 
合計 

927,503 10.4 1,052,204 12.3 124,701 1,006,815 9.0

固定資産合計 1,863,995 20.9 2,044,020 23.9 180,025 1,995,737 17.9

資産合計 8,913,295 100.0 8,559,197 100.0 △354,097 11,135,567 100.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成18年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成19年６月20日現在)
比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 701,658 844,720 143,062 2,064,768

２ 短期借入金 1,610,000 900,000 △710,000 1,640,000

３ 未払金 657,728 682,184 24,456 706,894

４ 未払費用 708,199 883,977 175,777 1,100,483

５ 未払法人税等 7,452 13,212 5,759 156,434

６ 役員賞与引当金 ― 2,875 2,875 5,800

７ 損害補償損失引当金 10,000 ― △10,000 ―

８ その他 245,862 274,675 28,812 214,586

流動負債合計 3,940,901 44.2 3,601,644 42.1 △339,257 5,888,967 52.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 ― △100,000 ―

２ 退職給付引当金 1,379,178 1,463,282 84,104 1,419,666

３ 役員退職慰労引当金 47,600 27,648 △19,952 64,546

４ その他 1,289 11,144 9,855 11,144

固定負債合計 1,528,067 17.2 1,502,075 17.5 △25,992 1,495,357 13.4

負債合計 5,468,968 61.4 5,103,719 59.6 △365,249 7,384,325 66.3

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 664,000 ― 664,000

２ 資本剰余金 318,000 318,000 ― 318,000

３ 利益剰余金 2,366,764 2,429,203 62,439 2,725,977

４ 自己株式 △46 △46 ― △46

株主資本合計 3,348,718 37.6 3,411,157 39.9 62,439 3,707,930 33.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

88,656 35,038 △53,618 34,335

評価・換算差額等 
合計 

88,656 1.0 35,038 0.4 △53,618 34,335 0.3

Ⅲ 少数株主持分 6,951 0.0 9,281 0.1 2,330 8,975 0.1

純資産合計 3,444,326 38.6 3,455,477 40.4 11,151 3,751,241 33.7

負債純資産合計 8,913,295 100.0 8,559,197 100.0 △354,097 11,135,567 100.0
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(2) (要約)四半期連結損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日)

対前年同期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成19年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 3,550,971 100.0 3,121,815 100.0 △429,156 △12.1 19,325,925 100.0

Ⅱ 売上原価 3,136,692 88.3 2,680,161 85.9 △456,531 △14.6 15,730,084 81.4

売上総利益 414,279 11.7 441,654 14.1 27,375 6.6 3,595,841 18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 710,920 20.1 740,350 23.7 29,430 4.1 2,860,403 14.8

営業利益(△は損失) △296,641 △8.4 △298,696 △9.6 △2,055 ― 735,437 3.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ― 0 0  239

２ 受取配当金 1,187 1,249 62  1,223

３ 法人税等還付加算金 ― ― ―  1,521

４ 未払配当金除斥益 ― ― ―  1,867

５ その他 1 5 4  99

営業外収益合計 1,188 0.0 1,255 0.1 66 5.6 4,951 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 2,916 3,221 304  16,909

２ 売掛債権売却損 3,015 5,069 2,054  14,242

３ その他 165 331 166  174

営業外費用合計 6,097 0.1 8,622 0.3 2,525 41.4 31,326 0.1

経常利益(△は損失) △301,549 △8.5 △306,064 △9.8 △4,514 ― 709,062 3.7

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 852 210 △642  ―

２ 損害補償損失引当金 
  取崩益 

― ― ―  4,500

特別利益合計 852 0.0 210 0.0 △642 △75.4 4,500 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 59 ― △59  1,896

２ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額 

― ― ―  2,640

３ 時間外賃金等遡及 
  精算額 

― ― ―  138,233

特別損失合計 59 0.0 ― ― △59 ― 142,769 0.7

税金等調整前 
四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△300,757 △8.5 △305,854 △9.8 △5,097 ― 570,792 3.0

法人税、住民税 
及び事業税 

1,328 0.0 8,156 0.3 6,828  249,409 1.3

法人税等追徴税額 ― ― ― ― ―  39,961 0.2

法人税等調整額 △109,147 △3.1 △144,178 △4.6 △35,030  △12,878 △0.0

少数株主利益 
(△は損失) 

△343 △0.0 941 0.0 1,285  1,681 0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△192,594 △5.4 △170,774 △5.5 21,820 ― 292,617 1.5
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(3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 2,692,444 △46 3,674,398

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)  △125,999  △125,999

役員賞与(注)  △7,086  △7,086

四半期純損失  △192,594  △192,594

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
  

当四半期の変動額合計 ― ― △325,680 ― △325,680

平成18年６月20日残高 664,000 318,000 2,366,764 △46 3,348,718

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 7,807 3,793,089 

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)  △125,999 

役員賞与(注)  △7,086 

四半期純損失  △192,594 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
△22,226 △22,226 △856 △23,082 

当四半期の変動額合計 △22,226 △22,226 △856 △348,763 

平成18年６月20日残高 88,656 88,656 6,951 3,444,326 

 (注) 平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日残高 664,000 318,000 2,725,977 △46 3,707,930

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)  △125,999  △125,999

四半期純損失  △170,774  △170,774

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
  

当四半期の変動額合計 ― ― △296,773 ― △296,773

平成19年６月20日残高 664,000 318,000 2,429,203 △46 3,411,157

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月20日残高 34,335 34,335 8,975 3,751,241 

当四半期の変動額   

剰余金の配当(注)  △125,999 

四半期純損失  △170,774 

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
703 703 306 1,009 

当四半期の変動額合計 703 703 306 △295,763 

平成19年６月20日残高 35,038 35,038 9,281 3,455,477 

 (注) 平成19年６月12日定時株主総会における剰余金処分であります。 
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前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 
(単位 千円未満切捨て) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月20日残高 664,000 318,000 2,692,444 △46 3,674,398

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998  △251,998

役員賞与(注)２  △7,086  △7,086

当期純利益  292,617  292,617

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額 

(純額) 

  

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 33,532 ― 33,532

平成19年３月20日残高 664,000 318,000 2,725,977 △46 3,707,930

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月20日残高 110,883 110,883 7,807 3,793,089 

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当(注)１  △251,998 

役員賞与(注)２  △7,086 

当期純利益  292,617 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額 

(純額) 

△76,547 △76,547 1,167 △75,380 

連結会計年度中の変動額合計 △76,547 △76,547 1,167 △41,847 

平成19年３月20日残高 34,335 34,335 8,975 3,751,241 

 (注)１ 内訳は以下のとおりであります。 

      平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目 125,999千円 

      平成18年10月26日取締役会決議による中間配当額   125,999千円 

    ２ 平成18年６月９日定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 

前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年６月20日)

当第１四半期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日)

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益 

  (△は純損失) 
△300,757 △305,854 570,792

２ 減価償却費 18,726 18,182 76,976

３ 連結調整勘定償却額 380 ― 1,520

４ のれん償却額 ― 11,350 ―

５ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △852 △210 9,333

６ 前払年金費用の増減額(△は増加) ― △63,329 △109,804

７ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) ― △2,925 5,800

８ 退職給付引当金の増減額(△は減少) △66,223 43,615 △25,735

９ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,400 △36,898 19,346

10 受取利息及び受取配当金 △1,187 △1,249 △1,462

11 支払利息 2,916 3,221 16,909

12 固定資産除却損 59 ― 1,896

13 売上債権の増減額(△は増加) 1,724,470 2,928,174 △1,228,559

14 たな卸資産の増減額(△は増加) △149,924 △237,404 692,672

15 仕入債務の増減額(△は減少) △648,701 △1,220,048 714,409

16 未払金の増減額(△は減少) △9,223 △27,094 40,911

17 未払費用の増減額(△は減少) △332,132 △216,506 60,158

18 未払消費税等の増減額(△は減少) △13,870 △85,869 75,858

19 その他 142,122 157,429 2,076

小計 368,203 964,583 923,100

20 利息及び配当金の受取額 1,187 1,249 1,462

21 利息の支払額 △1,889 △2,681 △16,264

22 法人税等の支払額 △41,425 △142,678 △188,222

23 法人税等の還付による収入 ― ― 78,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,075 820,472 798,727

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △2,226 △865 △9,872

２ 有形固定資産の売却による収入 17 ― 55

３ 無形固定資産の取得による支出 △2,011 △28,975 △108,186

４ 投資有価証券の取得による支出 ― △299 △6,399

５ その他 △1,350 △113 △5,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,571 △30,254 △129,940

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(△は減少) △160,000 △740,000 △30,000

２ 長期借入金の返済による支出 ― ― △200,000

３ 配当金の支払額 △126,055 △126,199 △251,051

４ 少数株主への配当金の支払額 △500 △635 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,555 △866,834 △481,551

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 3 △5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,943 △76,612 187,229

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 326,815 514,045 326,815

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 360,759 437,432 514,045
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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 

項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

    なお、アソシエン

ト・イースト㈱は、

平成18年3月21日付

けで安川情報エンベ

デッド㈱に社名を変

更しております。 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

(イ)連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社名 

   ㈱安川情報九州 

   安川情報エンベデッ

ド㈱ 

    なお、アソシエン

ト・イースト㈱は、

平成18年3月21日付

けで安川情報エンベ

デッド㈱に社名を変

更しております。 

 (ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、四半期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範

囲から除外しておりま

す。 

(ロ)非連結子会社の名称等

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

 (連結の範囲から除いた

理由) 

  非連結子会社は小規模

会社であり、総資産、売

上高、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

(イ) 持分法適用の非連結

子会社及び持分法適用

の関連会社はありませ

ん。 

 (ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

(ロ)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の名称等 

 ①持分法を適用していな

い非連結子会社 

   武漢安珞計算機系統

有限公司 

  ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

も重要性がないため、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う

額）等からみて、持分

法の対象から除いても

四半期連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

も重要性がないため、

持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ②持分法を適用していな

い関連会社 

   なし 

  (持分法を適用しない

理由) 

   持分法を適用してい

ない非連結子会社は、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の

対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、

全体としても重要性が

ないため、持分法の適

用範囲から除外してお

ります。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

３ 連結子会社の四半

期決算日(決算日)

等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の四半期決算

日は、全て四半期連結決算

日であります。 

 連結子会社の決算日は、

全て連結決算日でありま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は全部純資

産直入法により処

理し、売却原価は

移動平均法により

算定しておりま

す) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …四半期連結決算

日の市場価格等に

基づく時価法(評

価差額は全部純資

産直入法により処

理し、売却原価は

移動平均法により

算定しておりま

す) 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …連結決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部純資産直入

法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定し

ております) 

     時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

    時価のないもの 

    …移動平均法によ

る原価法 

  ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 ②たな卸資産 

  評価基準…原価法 

  評価方法 

   商品 ：移動平均法

   仕掛品：個別法 

   貯蔵品：最終仕入原

価法 

 (ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 

(会計方針の変更) 

当第１四半期より平成

19年度法人税法改正に伴

い、平成19年４月１日以

降に取得した資産につい

ては、改正後の法人税法

に定める方法に変更して

おります。 

なお、この変更により

従来の方法に比べて、営

業損失、経常損失、税金

等調整前四半期純損失が

51千円増加しておりま

す。 

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産…定率法

   但し、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額

法を採用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

   建物  ３～38年 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

  ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売

目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数

量に基づく償却額と見

込販売可能期間（原則

３年）に基づく均等配

分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却す

る方法を採用しており

ます。 

 ②無形固定資産…定額法

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売

目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数

量に基づく償却額と見

込販売可能期間（原則

３年）に基づく均等配

分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却す

る方法を採用しており

ます。 

 (ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(ハ)重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

 ―――――  ②役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当第１四半期

に見合う分を計上して

おります。 

 ②役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

  ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第１四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

 ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

第１四半期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

 ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

    過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

   過去勤務債務は、発

生時における従業員の

平均残存勤務期間によ

る定額法により按分し

た額を費用処理してお

ります。 

   数理計算上の差異

は、各連結会計年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間に

よる定額法により按分

した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から

費用処理することとし

ております。 

  ④役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第１四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ④役員退職慰労引当金 

   四半期連結財務諸表

提出会社及び一部の連

結子会社については、

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規

に基づく第１四半期末

要支給額を計上してお

ります。 

 ④役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会

社及び一部の連結子会

社については、役員の

退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上

しております。 

  （追加情報） 

   一部の連結子会社が

当連結会計年度におい

て、役員退職慰労金規

程の整備を行ったこと

に伴い、当連結会計年

度発生額2,206千円を

販売費及び一般管理費

に計上し、過年度対応

額2,640千円を特別損

失として計上しており

ます。この結果、営業

利益及び経常利益はそ

れぞれ2,206千円減少

し、税金等調整前当期

純利益は4,846千円減

少しております。 

  ⑤損害補償損失引当金 

   損害補償の今後の支

払による損失に備える

ため、当該損失見込額

を計上しております。

――――― ――――― 

 (ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

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

に準じた会計処理によ

っております。 

(ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

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

に準じた会計処理によ

っております。 

(ニ)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

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

に準じた会計処理によ

っております。 
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項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

 (ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(ホ)その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

５ 四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書(連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ

月以内に満期日・償還期限

の到来する短期投資からな

っております。 

 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ケ月以

内に満期日・償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 
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会計方針の変更 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第１四半期から「役員賞与に関

する会計基準」（平成17年11月29日 

企業会計基準委員会 企業会計基準

第４号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」（平成17年11月29

日 企業会計基準委員会 企業会計

基準第４号）を適用しております。

 この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益、税金等調整前

当期純利益が5,800千円減少してお

ります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（平成14年８月９日 企業

会計審議会））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（平

成15年10月31日 企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（平成14年８月９日 企

業会計審議会））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（平成15年10月31日 企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当第１四半期から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準｣（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５

号 ）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針｣（平成17年12月９日 企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指

針第８号 ）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、3,437,375千円

であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期における四半期連

結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則に準じて作成しておりま

す。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（平成17年12月９日 企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、3,742,266千円

であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 
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前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

――――― (企業結合に係る会計基準等） 

 当第１四半期から「企業結合に係

る会計基準」（平成15年10月31日

企業会計審議会）及び「事業分離等

に関する会計基準」（平成17年12月

27日 企業会計基準委員会 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（最終改定平成18年

12月22日 企業会計基準委員会 企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

 当第１四半期における四半期連結

財務諸表の表示に関する変更は以下

のとおりであります。 

（四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」及び

「減価償却費」のうち「営業

権」に係るものは、当第１四半

期から「のれん償却額」として

表示しております。 

――――― 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第１四半期 
(平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(平成19年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、676,361千円であります。 
  

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、696,352千円であります。 

１ 有形固定資産減価償却累計額

は、687,422千円であります。 

２ 四半期連結財務諸表提出会社

は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第１四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 500,000千円 
  

２ 四半期連結財務諸表提出会社

は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。 

  当第１四半期末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円
  

２ 連結財務諸表提出会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 

  当連結会計年度末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 500,000千円
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額 

㈱スターフライヤー 37,129千円 
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額

㈱スターフライヤー 26,515千円
  

３ 偶発債務 

  次のとおり被保証先のリース債

務に対し、債務保証を行ってお

ります。 

被保証先 保証金額

㈱スターフライヤー 29,169千円
  

――――― ――――― ４ 受取手形割引高は、67,407千円

であります。 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 297,721千円

退職給付費用 39,528千円

研究開発費 86,643千円

減価償却費 12,147千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

2,400千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 316,569千円

退職給付費用 37,898千円

研究開発費 101,247千円

減価償却費 4,736千円

役員賞与引当金
繰入額 

2,875千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

3,002千円

  

１ 販売費及び一般管理費の主な費

目及び金額は次のとおりであり

ます。 

従業員給与手当 1,320,154千円

退職給付費用 156,452千円

減価償却費 48,728千円

貸倒引当金 
繰入額 

9,333千円

役員賞与引当金 
繰入額 

5,800千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

16,706千円

  
２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 
機械装置及び 
運搬具 

33千円

工具・器具及び 
備品 

26千円

  

――――― ２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 604千円

機械装置及び 
運搬具 

1,265千円

工具・器具及び 
備品 

26千円

  
――――― ――――― ３ 法人税等追徴税額は、過年度の

修正申告に伴う追徴税額及び加

算税・延滞税等であります。 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額 

１株当たり

配当金 
基準日 効力発生日 

平成18年６月９日 

定時株主総会 
普通株式 125,999千円 7円 平成18年３月20日 平成18年６月12日

 

(2) 基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力日が当第１四半期末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期 

増加株式数 

当第１四半期 

減少株式数 

当第１四半期末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額 

１株当たり

配当金 
基準日 効力発生日 

平成19年６月12日 

定時株主総会 
普通株式 125,999千円 7円 平成19年３月20日 平成19年６月13日

 

(2) 基準日が当第１四半期に属する配当のうち、配当の効力日が当第１四半期末日後となるもの 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

計 18,000,000株 ― ― 18,000,000株

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

普通株式 96株 ― ― 96株

計 96株 ― ― 96株

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額 

１株当たり

配当金 
基準日 効力発生日 

平成18年６月９日 

定時株主総会 
普通株式 125,999千円 7円 平成18年３月20日 平成18年６月12日

平成18年10月26日 

取締役会 
普通株式 125,999千円 7円 平成18年９月20日 平成18年11月27日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 
配当の原資

配当金の 

総額 

１株当たり

配当金 
基準日 効力発生日 

平成19年６月12日 

定時株主総会 

普通 

株式 
利益剰余金 125,999千円 7円 平成19年３月20日 平成19年６月13日

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成18年６月20日) 

現金及び預金勘定 360,759千円

現金及び現金同等物 360,759千円
  

現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 (平成19年６月20日) 

現金及び預金勘定 437,432千円

現金及び現金同等物 437,432千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 (平成19年３月20日) 

現金及び預金勘定 514,045千円

現金及び現金同等物 514,045千円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

当第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

当連結グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、

事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

当第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を

記載しておりません。 

 

 

【海外売上高】 

前第１四半期（自 平成18年３月21日 至 平成18年６月20日） 

当第１四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

当第１四半期（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日） 

当第１四半期における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

 

前連結会計年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 
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(１株当たり情報) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１株当たり純資産額 190円97銭 
 

１株当たり純資産額 191円46銭
 

１株当たり純資産額 207円90銭
 

１株当たり 
四半期純損失金額 

10円70銭 

  

１株当たり 
四半期純損失金額 

9円49銭

  

１株当たり 
当期純利益金額 

16円26銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純損失金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純損失金額については、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

  （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前第１四半期 

(平成18年６月20日) 
当第１四半期 

(平成19年６月20日) 
前連結会計年度 

(平成19年３月20日) 

純資産の部の合計額(千円) 3,444,326 3,455,477 3,751,241

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円) 

6,951 9,281 8,975

 (うち少数株主持分(千円)) 6,951 9,281 8,975

普通株式に係る四半期末(期末)の純
資産額(千円) 

3,437,375 3,446,196 3,742,266

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた四半期期末(期末)の普通株式の
数(千株) 

17,999 17,999 17,999

 

     ２ １株当たり四半期純損失金額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

項目 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日
至 平成18年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日
至 平成19年３月20日)

四半期(当期)純利益(△は損失) 
(千円) 

△192,594 △170,774 292,617

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る四半期(当期)純利益 
(△は損失)(千円) 

△192,594 △170,774 292,617

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 17,999 17,999

 

 

(重要な後発事象) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

四半期連結財務諸表提出会社は平

成18年６月22日に北九州西労働基準

監督署より、時間外労働に対する実

態調査および割増賃金の支払いにつ

いて指導を受けました。 

今後の実態調査の結果次第では、

遡及是正による割増賃金の支払いが

発生する可能性がありますが、現在

調査中であり、その金額等について

は不明です。 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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６ 受注及び販売の状況 

当社グループ（当社および連結子会社）は、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報

サービス単一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、当第１四半期におけ

る実績を部門別に記載しております。 

 

(1) 受注状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

比較増減 
部門 

受注実績 受注残高 受注実績 受注残高 受注実績 受注残高

ビジネスシステム事業 1,223 801 1,348 1,166 125 364

組込コンポーネント事業 1,473 4,273 1,204 2,644 △268 △1,629

ネットコミュニケーション事業 359 152 287 1,788 △71 1,636

サービス事業 1,417 1,156 1,080 1,017 △337 △139

合 計 4,473 6,384 3,921 6,617 △552 232

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売状況 
(単位 百万円未満切捨て) 

前第１四半期 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日)

当第１四半期 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日) 

比較増減 
部門 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 前年同期比

ビジネスシステム事業 1,222 34.4 1,343 43.1 121 109.9

組込コンポーネント事業 1,289 36.3 1,005 32.2 △283 78.0

ネットコミュニケーション事業 218 6.2 210 6.7 △8 96.1

サービス事業 820 23.1 562 18.0 △258 68.5

合 計 3,550 100.0 3,121 100.0 △429 87.9

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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【参考】 (要約)四半期財務諸表 

(1) (要約)四半期貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成18年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成19年６月20日現在)
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 208,300 253,589 45,289 251,556

２ 受取手形 180,421 242,353 61,932 130,998

３ 売掛金 2,413,561 2,326,320 △87,240 5,388,351

４ たな卸資産 3,463,081 2,797,141 △665,939 2,579,876

５ 繰延税金資産 353,522 382,919 29,397 226,755

６ その他 172,893 106,870 △66,023 119,548

  貸倒引当金 △534 △10,065 △9,531 △10,065

流動資産合計 6,791,246 77.9 6,099,130 74.4 △692,115 8,687,021 80.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 399,533 370,368 △29,165 378,204

(2) 土地 393,076 393,076 ― 393,076

(3) その他 24,168 21,915 △2,252 19,720

有形固定資産合計 816,778 9.4 785,361 9.6 △31,417 791,002 7.4

２ 無形固定資産 28,432 0.3 149,827 1.8 121,395 130,177 1.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 303,274 213,360 △89,914 212,151

(2) 繰延税金資産 493,259 515,865 22,606 543,484

(3) その他 285,074 436,030 150,955 373,917

  貸倒引当金 △2,617 △2,604 13 △2,604

投資その他の資産 
合計 

1,078,990 12.4 1,162,651 14.2 83,660 1,126,948 10.5

固定資産合計 1,924,201 22.1 2,097,840 25.6 173,638 2,048,128 19.1

資産合計 8,715,448 100.0 8,196,970 100.0 △518,477 10,735,149 100.0
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(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(平成18年６月20日現在) 

当第１四半期 

(平成19年６月20日現在)
比較増減 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日現在)

区分 金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 金額 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 697,985 830,463 132,478 2,051,094

２ 短期借入金 1,610,000 900,000 △710,000 1,640,000

３ 未払金 787,904 790,844 2,940 837,398

４ 未払費用 539,454 681,938 142,484 861,476

５ 未払法人税等 7,345 5,593 △1,752 102,427

６ 役員賞与引当金 ― 2,750 2,750 5,200

７ 損害補償損失引当金 10,000 ― △10,000 ―

８ その他 212,334 225,161 12,827 177,693

流動負債合計 3,865,023 44.3 3,436,752 42.0 △428,271 5,675,289 52.9

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 100,000 ― △100,000 ―

２ 退職給付引当金 1,356,651 1,436,358 79,707 1,394,302

３ 役員退職慰労引当金 47,600 21,900 △25,700 59,700

４ その他 1,289 11,144 9,855 11,144

固定負債合計 1,505,540 17.3 1,469,402 17.9 △36,137 1,465,147 13.6

負債合計 5,370,564 61.6 4,906,154 59.9 △464,409 7,140,436 66.5

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 664,000 664,000 ― 664,000

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金 318,000 318,000 ― 318,000

資本剰余金合計 318,000 318,000 ― 318,000

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金 70,790 70,790 ― 70,790

(2) その他利益剰余金   

別途積立金 2,225,055 2,225,055 ― 2,225,055

繰越利益剰余金 △21,572 △22,051 △478 282,566

利益剰余金合計 2,274,273 2,273,794 △478 2,578,411

４ 自己株式 △46 △46 ― △46

株主資本合計 3,256,226 37.4 3,255,747 39.7 △478 3,560,365 33.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

88,656 35,068 △53,588 34,347

評価・換算差額等 
合計 

88,656 1.0 35,068 0.4 △53,588 34,347 0.3

純資産合計 3,344,883 38.4 3,290,815 40.1 △54,067 3,594,712 33.5

負債純資産合計 8,715,448 100.0 8,196,970 100.0 △518,477 10,735,149 100.0
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(2) (要約)四半期損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

 
前第１四半期 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日) 

当第１四半期 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年６月20日)

対前年同期比 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月21日 
 至 平成19年３月20日)

区分 金額 
百分比 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

金額 
伸び率 
(％) 

金額 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 3,357,728 100.0 2,827,768 100.0 △529,959 △15.8 18,274,423 100.0

Ⅱ 売上原価 2,991,684 89.1 2,483,460 87.8 △508,224 △17.0 15,026,423 82.2

売上総利益 366,043 10.9 344,308 12.2 △21,735 △5.9 3,248,000 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 659,244 19.6 662,901 23.5 3,657 0.6 2,631,637 14.4

営業利益(△は損失) △293,200 △8.7 △318,593 △11.3 △25,393 ― 616,362 3.4

Ⅳ 営業外収益 16,064 0.5 19,949 0.7 3,885 24.2 20,680 0.1

Ⅴ 営業外費用 6,067 0.2 8,472 0.3 2,404 39.6 30,982 0.2

経常利益(△は損失) △283,203 △8.4 △307,115 △10.9 △23,912 ― 606,060 3.3

Ⅵ 特別利益 340 0.0 ― ― △340 ― 4,500 0.0

Ⅶ 特別損失 33 0.0 ― ― △33 ― 140,103 0.7

税引前四半期(当期) 
純利益(△は純損失) 

△282,897 △8.4 △307,115 △10.9 △24,218 ― 470,456 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

600 0.0 535 0.0 △65  170,499 1.0

法人税等追徴税額 ― ― ― ― ―  39,961 0.2

法人税等調整額 △115,750 △3.4 △129,033 △4.6 △13,282  △2,395 △0.0

四半期(当期)純利益 
(△は純損失) 

△167,747 △5.0 △178,617 △6.3 △10,870 ― 262,390 1.4
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