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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30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 3,896 △20.8 △303 － △333 － △199 －

19年３月期第１四半期 4,917 △8.2 △49 － △62 － △16 －

19年３月期 22,329 － 364 － 246 － 113 －

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 △13 16 － －

19年３月期第１四半期 △1 23 － －

19年３月期 8 18 8 10

(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 14,568 7,259 49.8 479 51

19年３月期第１四半期 14,414 7,061 49.0 514 21

19年３月期 15,957 7,530 47.2 497 38

(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 522 △19 188 2,734

19年３月期第１四半期 △517 15 △44 1,653

19年３月期 △130 △164 131 2,027
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2．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31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 11,300 5.3 70 △49.3 50 △48.4 25 28.0 1 65

通期 25,000 12.0 510 39.9 450 82.2 250 119.6 16 51

3．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　　　　　　　　　　　　：　無

（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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

平成19年５月11日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予測は本資料の発表日現在において入手可能

な情報にもとづいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値とことなる場合がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項は、資料の３ぺージをご参照ください。
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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

当社グループは、当連結会計年度を新たな50年への初年度と位置付け、これまでの50年に築き上げた基盤を活かしつ

つ、新たなビジネスモデルの構築に注力し、顧客情報など社内の情報資産の流出を防止する情報漏洩対策ソリューショ

ンや、災害時のITシステムバックアップを目的としたディザスタ・リカバリ・ソリューション、緊急時の衛星通信警報

システム、3次元CADドキュメント・パブリッシング等、独自ソリューションの事業化を強化しております。

この結果、当第１四半期におきましては、連結売上高は38億９千６百万円（前年同期49億１千７百万円）となりまし

た。損益面につきましては、一部、案件の遅延等により、営業損失３億３百万円（前年同期営業損失４千９百万円）、

経常損失３億３千３百万円（前年同期経常損失６千２百万円）、四半期純損失１億９千９百万円（前年同期純損失１千

６百万円）となりました。 

事業別の状況は以下のとおりです。

ITソリューション・サービス事業におきましては、案件の遅延等により、売上高は12億３百万円（前年同期24億４千

１百万円）、営業損失は３億６千９百万円（前年同期営業損失１億８千１百万円）となりました。

一方、電子部品及び機器事業におきましては、国内における部品販売は順調に推移いたしましたが、売上高は26億９

千３百万円（前年同期24億７千６百万円）、営業利益は６千５百万円（前年同期営業利益１億３千１百万円）となりま

した。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）当第1四半期の財政状態の変動状況

当該四半期の総資産は145億６千８百万円（前期末比13億８千９百万円減少）、負債の部の合計は73億９百万円（前　

　　期末比11億１千８百万円減少）、純資産の部は72億５千９百万円（前期末比２億７千万円減少）となりました。

(2）当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況

当該四半期末における、現金及び現金同等物は前期末残高より７億６百万円増加し、27億３千４百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期末より５億２千２百万円の増加となりました。これは前期末売上債権よ

りの入金が大きく寄与し、税金等調整前四半期純損失及び仕入債務の減少による資金の減少があったものの、資金が増

加しました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期末より１千９百万円の減少となりました。主に事務所賃貸に関する差入

保証金の追加によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億８千８百万円の増加となりました。主に短期借入金の増加によるもので

す。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期における業績は計画の遅れがありましたが、現時点においては平成19年５月11日の決算発表時の中間期

および通期の業績予想に変更はありません。 

 

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

 　　影響の僅少なものにつき、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

 　　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 2,213,092 3,294,151 1,081,058 2,587,981

２．受取手形及び売掛金 4,985,298 3,757,360 △1,227,937 6,120,412

３．たな卸資産 1,521,714 890,411 △631,303 867,809

４．前渡金 3,013,376 408,697 △2,604,679 292,524

５．未収入金 － 2,377,632 2,377,632 2,373,238

６．立替金 － 1,028,783 1,028,783 1,052,457

７．その他 265,870 280,606 14,736 102,853

貸倒引当金 △8,965 △607 8,358 △857

流動資産合計 11,990,386 12,037,035 46,649 13,396,419

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 518,792 488,062 △30,729 496,047

(2）土地 486,589 486,589 － 486,589

(3）その他 109,152 107,904 △1,248 112,209

有形固定資産合計 1,114,533 1,082,555 △31,978 1,094,846

２．無形固定資産 102,195 64,885 △37,309 74,143

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 214,062 349,171 135,109 418,413

(2）長期差入保証金 328,515 345,168 16,652 330,233

(3）保険積立金 514,078 487,268 △26,809 486,476

(4）その他 150,362 202,564 52,201 157,183

投資その他の資産合計 1,207,019 1,384,173 177,153 1,392,306

固定資産合計 2,423,748 2,531,614 107,865 2,561,296

資産合計 14,414,135 14,568,650 154,515 15,957,715

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金 3,882,523 3,515,009 △367,513 5,096,728

２．短期借入金 2,603,111 2,723,690 120,578 2,453,840

３．その他 541,473 689,250 147,776 537,077

流動負債合計 7,027,108 6,927,950 △99,157 8,087,646

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金 240,166 249,873 9,707 245,909

２．役員退職慰労引当金 77,231 124,191 46,960 86,941

３．その他 8,191 7,310 △881 7,004

固定負債合計 325,588 381,375 55,786 339,855

負債合計 7,352,697 7,309,326 △43,370 8,427,502

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金 3,241,696 3,426,916 185,220 3,426,916

２．資本剰余金 3,053,333 3,240,180 186,846 3,240,180

３．利益剰余金 1,281,482 1,068,010 △213,472 1,343,015

４．自己株式 △151,360 △109,144 42,216 △108,938

株主資本合計 7,425,151 7,625,962 200,810 7,901,173

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金

99,419 46,610 △52,809 87,678

２．繰延ヘッジ損益 2,350 1,079 △1,270 △145

３．土地再評価差額金 △448,995 △448,995 － △448,995

４．為替換算調整勘定 △16,489 34,666 51,155 △9,497

評価・換算差額等合計 △363,714 △366,638 △2,924 △370,960

純資産合計 7,061,437 7,259,323 197,886 7,530,213

負債純資産合計 14,414,135 14,568,650 154,515 15,957,715

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,917,431 3,896,290 △1,021,140 22,329,167

Ⅱ　売上原価 4,261,604 3,398,027 △863,577 19,183,034

売上総利益 655,826 498,262 △157,563 3,146,133

Ⅲ　販売費及び一般管理費 705,209 801,987 96,778 2,781,535

営業利益（△営業損
失）

△49,382 △303,724 △254,341 364,598

Ⅳ　営業外収益 2,739 5,034 2,295 20,441

Ⅴ　営業外費用 16,114 35,115 19,000 138,052

経常利益（△経常損
失）

△62,758 △333,805 △271,046 246,987

Ⅵ　特別利益 0 249 249 74,502

Ⅶ　特別損失 － 1,007 1,007 78,438

税金等調整前四半期
（当期）純利益（△税
金等調整前四半期（当
期）純損失）

△62,758 △334,563 △271,805 243,051

法人税、住民税及び事
業税

9,048 7,438 △1,610 83,125

法人税等調整額 △54,896 △142,695 △87,799 46,100

四半期（当期）純利益
（△四半期（当期）純
損失）

△16,910 △199,305 △182,395 113,825

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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(3）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４月１日　至　平成18年６月30日）

 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31日残高
（千円）

3,241,696 3,053,345 1,367,007 △154,024 7,508,024

第１四半期中の変動額      

剰余金の配当   △68,614  △68,614

四半期純損失   △16,910  △16,910

自己株式の取得    △523 △523

自己株式の処分  △12  3,187 3,175

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

     

第１四半期変動額合計（千
円）

－ △12 △85,524 2,663 △82,872

平成18年６月30日残高
（千円）

3,241,696 3,053,333 1,281,482 △151,360 7,425,151

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円）

123,173 － △448,995 △15,197 △341,019 7,167,004

第１四半期中の変動額       

剰余金の配当      △68,614

四半期純損失      △16,910

自己株式の取得      △523

自己株式の処分      3,175

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

△23,753 2,350 － △1,291 △22,694 △22,694

第１四半期変動額合計（千
円）

△23,753 2,350 － △1,291 △22,694 △105,567

平成18年６月30日残高
（千円）

99,419 2,350 △448,995 △16,489 △363,714 7,061,437

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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当第１四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 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31日残高
（千円）

3,426,916 3,240,180 1,343,015 △108,938 7,901,173

第１四半期中の変動額      

剰余金の配当   △75,698  △75,698

四半期純損失   △199,305  △199,305

自己株式の取得    △205 △205

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

     

第１四半期変動額合計（千
円）

  △275,004 △205 △275,210

平成19年６月30日残高
（千円）

3,426,916 3,240,180 1,068,010 △109,144 7,625,962

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
（千円）

87,678 △145 △448,995 △9,497 △370,960 7,530,213

第１四半期中の変動額       

剰余金の配当      △75,698

四半期純損失      △199,305

自己株式の取得      △205

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

△41,067 1,225 － 44,163 4,321 4,321

第１四半期変動額合計（千
円）

△41,067 1,225 － 44,163 4,321 △270,889

平成19年６月30日残高
（千円）

46,610 1,079 △448,995 34,666 △366,638 7,259,323

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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（参考）前期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 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31日残高
（千円）

3,241,696 3,053,345 1,367,007 △154,024 7,508,024

連結会計年度中の変動額      

  新株の発行 185,220 185,220   370,440

剰余金の配当（注）   △68,614  △68,614

剰余金の配当   △69,202  △69,202

当期純利益   113,825  113,825

自己株式の取得    △1,930 △1,930

自己株式の処分  1,614  47,016 48,631

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
（千円）

185,220 186,834 △23,991 45,085 393,148

平成19年３月31日残高
（千円）

3,426,916 3,240,180 1,343,015 △108,938 7,901,173

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円）

123,173 － △448,995 △15,197 △341,019 7,167,004

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      370,440

剰余金の配当（注）      △68,614

剰余金の配当      △69,202

当期純利益      113,825

自己株式の取得      △1,930

自己株式の処分      48,631

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純
額）

△35,495 △145 － 5,700 △29,940 △29,940

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△35,495 △145 － 5,700 △29,940 363,208

平成19年３月31日残高
（千円）

87,678 △145 △448,995 △9,497 △370,960 7,530,213

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税金等調整前四半期（当期）
純利益（△純損失）

△62,758 △334,563 243,051

減価償却費 25,465 25,253 101,964

貸倒引当金の増減額 30 △249 △8,197

退職給付引当金の増加額 2,942 3,963 8,685

役員退職慰労引当金の増加
額

2,356 37,250 12,066

受取利息及び受取配当金 △1,884 △3,670 △12,009

支払利息 6,425 12,952 36,229

保険積立金契約変更損 1,142 999 40,372

売上債権の増減額 △816,627 2,405,234 △1,934,648

たな卸資産の増減額 △135,932 △8,705 513,924

未収入金の増加額 － △8,362 △2,354,141

前渡金の増減額 △70,786 △114,654 2,650,238

立替金の増減額 － 23,674 △1,051,980

その他流動資産の増減額 △50,371 △1,187 419

仕入債務の増減額 490,961 △1,604,364 1,697,243

その他流動負債の増加額 111,593 193,379 48,885

その他 188 △26,068 △72,965

小計 △497,254 600,881 △80,864

利息及び配当金の受取額 614 1,650 11,813

利息の支払額 △6,863 △13,629 △35,684

法人税等の支払額 △14,452 △66,822 △25,903

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△517,955 522,080 △130,639

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

   

有形固定資産の取得による
支出

△1,777 △2,302 △17,627

投資有価証券の取得による
支出 

－ － △224,903

投資有価証券の売却による
収入

18,852 － 93,552

保険積立金支出 △1,935 △1,792 △31,153

差入保証金による支出 － △17,563 －

差入保証金解約による収入 161 2,282 655

その他 357 △185 14,958

投資活動によるキャッシュ・
フロー

15,658 △19,561 △164,519

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の純増減額 3,093 264,765 △148,257

株式の発行による収入 － － 370,440

自己株式の純増減額 2,651 △205 46,700

配当金の支払額 △50,608 △75,850 △137,528

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△44,863 188,709 131,354

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△2,028 14,941 △10,491

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △549,188 706,169 △174,295

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,202,276 2,027,981 2,202,276

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

1,653,088 2,734,151 2,027,981

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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(5）事業の種類別セグメント情報

前第１四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 

ＩＴソリュー
ション・サー
ビス事業
（千円）

電子部品及び
機器事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,441,152 2,476,278 4,917,431 － 4,917,431

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 351 351 (351) －

計 2,441,152 2,476,630 4,917,783 (351) 4,917,431

営業費用 2,622,478 2,344,687 4,967,166 (351) 4,966,814

営業利益（又は営業損失） △181,325 131,942 △49,382 － △49,382

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。

当第１四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 

ＩＴソリュー
ション・サー
ビス事業
（千円）

電子部品及び
機器事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,203,200 2,693,090 3,896,290 － 3,896,290

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 100 100 (100) －

計 1,203,200 2,693,190 3,896,391 (100) 3,896,290

営業費用 1,572,895 2,627,220 4,200,116 (100) 4,200,015

営業利益（又は営業損失） △369,694 65,969 △303,724 － △303,724

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。

前期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

ＩＴソリュー
ション・サー
ビス事業
（千円）

電子部品及び
機器事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 10,924,723 11,404,444 22,329,167 － 22,329,167

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,800 1,682 4,482 (4,482) －

計 10,927,523 11,406,126 22,333,650 (4,482) 22,329,167

営業費用 11,066,089 10,903,001 21,969,090 (4,521) 21,964,569

営業利益（又は営業損失） △138,565 503,125 364,560 38 364,598

　（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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