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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）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 293 △8.5 △119 － △112 － △68 －

19年３月期第１四半期 320 59.5 △96 － △91 － △70 －

19年３月期 1,954 － 72 － 94 － 202 －

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 17 － －

19年３月期第１四半期 △13 48 － －

19年３月期 38 65 － －

(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

20年３月期第１四半期 2,462 2,204 89.5 420 97

19年３月期第１四半期 2,296 2,034 88.6 388 53

19年３月期 2,598 2,318 89.2 442 66

(3）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 176 37 △38 1,142

19年３月期第１四半期 － － － －

19年３月期 － － － －

(注)　当第１四半期より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成19年３月期第１四半期及び平成19年３月期
（通期）は記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  10 00 10 00

20年３月期 －        

20年３月期（予想）   －  －  7 50 7 50

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％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 840 0.2 △123 － △113 － △116 － △22 15

通期 2,150 10.0 36 △50.6 54 43.0 48 △76.3 9 16
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４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　    　　　　：　有

[（注）詳細は、14,15ページ「四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。］

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

※　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り大きく異なる可能性がありますのでご了承下

さい。

エルミック・ウェスコム㈱　（4770）平成 20 年 3 月期　第１四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 2 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期は多少なりとも、景気に明るい兆しが見えてきました。当社を取り巻く環境も良くなりつつあるという

手応えを感じております。当社の顧客であるセットメーカー(電機メーカー、半導体関連企業など)においても、具体的

な計画が出てきております。残念ながら期初という季節的な変動要因もあり、受注した製品の納入(売上計上)までいか

ない現状はありますが、受注残は増加しております。以上の結果、ソフトウェア製品の実機搭載などのSIサービスは例

年通りスロースタートということになりました。　

　通信関連につきましては、汎用通信ボードが現在主に半導体・液晶製造装置向けとなっていますが、最終製品の需要

の高さから設備投資も進んでおり、当社業績向上に寄与しております。昨年、大量受注のあったISDNボードはメンテナ

ンス用など引き続き納入もあり、売上に寄与しております。さらに別途買い替え需要に伴う商談も控えており、期待で

きる状況にあります。売上高は46百万円（前年同期比4.3%増加）となりました。

　インターネットプロトコル関連では、当社のメイン製品であり、今後業績寄与が期待されるTCP/IPは、IPv4の市場も

引き続き堅調です。IPv6に関してはまだ市場が確立されておりません。大手電機メーカーからのKASAGO(商標名)受注が

複数あり、第２四半期以降の納入に期待しております。これまで開発に力を入れ充実させてきたSNMP、LLMNRなどのオプ

ションは販売に直接寄与してきております。TCP/IP(KASAGO)単体ではなく、その他の機能、オプション（IPSec、W-

LAN、DLNA)との連動したシステムビジネスが今後、期待できます。KASAGOと関連するこれらオプション類は当社の主要

製品でもあることから営業を強化しております。売上高は、27百万円（前年同期比40.8%減少）となりました。

　リアルタイムOS関連につきましては、当社オリジナルOSをベースにしたELX-ITRONの採用もありましたが、もとより漸

減傾向にあるリアルタイムOS関連は、現在当社業績に与える影響は軽微です。売上高は2百万円（前年同期比19.3%減少）

となりました。

　一方、SI(カスタマイズ)関連につきましては、第１四半期は受注期であり、納入(売上計上)期に当たっていないこと

もあって、成果として上がっているものは多くありません。売上高は93百万円(前年同期比23.5%減少）となりました。

　他方、システムソリューション（受託）関連につきまして、予定通りで外注の利用により売上高は1億13百万円（前年

同期比15.9%増加）となりました。 

　以上の結果、当社の当第１四半期会計期間の売上高は2億93百万円（前年同期比8.5%減少）、営業損失は1億19百万円、

経常損失は1億12百万円、当第１四半期純損失は68百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

 キャッシュ・フロー等の状況について

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前第１四半期純損失67百万

円、貸倒引当金の減少45百万円、たな卸資産の増加49百万円、仕入債務の減少52百万円、配当金の支払38百万円があっ

たものの、売上債権の減少3億86百万円、破産債権等の回収による収入45百万円等により1億75百万円増加し、当第１

四半期会計期間末の資金は、11億42百万円となりました。

　なお、当第１四半期会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期比等

については記載しておりません。

　また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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）

　当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は1億76百万円となりました。

　これは主に、税引前第１四半期純損失67百万円、貸倒引当金の減少45百万円、たな卸資産の減少49百万円、仕入

債務の減少52百万円があったものの、売上債権の減少3億86百万円等の要因によるものです。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、投資活動の結果得られた資金は37百万円となりました。

　これは主に、破産債権等の回収による収入45百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円等によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は38百万円となりました。

　これは、配当金の支払38百万円によるものです。

エルミック・ウェスコム㈱　（4770）平成 20 年 3 月期　第１四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 3 －



３．業績予想に関する定性的情報

  汎用／ISDN通信ボードについては、製品そのもののライフサイクルはすでに終息状態に入っているものの、POSの買

替えに伴う商談もあり、前年度を大きく下回ることはないと考えております。

　インターネットプロトコル関連では、次世代の携帯端末・カーナビ、家電製品の情報端末化が具体化し始めており、

ソフト開発を中心として引き合いも多くなってきております。さらに客先のニーズをとらえ、オプションや機能向上

のための開発行為、あるいはアライアンスの拡大による製品ラインの充実は功を奏しており、着々と業界における確

固たる地位を獲得しております。一方、これら製品をベースにしたシステムインテグレーションは経験や幅広い知識

に裏づけされた高い信頼性をテコに広く受注活動を進めてまいります。

　TCP/IPミドルウェアのトップサプライヤーの立場を堅持する方針から、利益圧迫要因ではあるものの製品開発投資

は継続し、市場の展開に備えてまいります。また本年３月に業務提携をいたしました株式会社シーイーシーとの共同

開発、技術協力、あるいは販売協力については双方の積極的な取り組み姿勢により、当第３四半期以降に具体的な形

で成果を発表できるものと考えております。

　米国の代理店Ｔreck社の業績は堅調であり、ロイヤリティ収入もあり、加えて債権回収も進み、中間・通期業績予

想を押し上げる形で最終利益に貢献する見通しでおります。

　当第1四半期の業績は、ほぼ社内計画通りであり、当社の場合、季節的変動を考慮に入れ期末に向けて各案件が納入

されていくことから、今後の経営努力によりキャッチアップ可能と考えており、期初に掲げました業績予想は、達成

可能と考えております。
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４．四半期財務諸表

(1）【四半期貸借対照表】

前第１四半期会計期間末
(平成18年6月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年6月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年3月31日）

区　分 注記
番号 金額（千円） 構成比

(％） 金額（千円） 構成比
(％） 金額（千円） 構成比

(％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産 　           

１．現金及び預金  305,210   398,453   223,147   

２．受取手形      ※３ 187,907   111,183   143,644   

３．売掛金  215,801   302,655   657,184   

４．有価証券  742,041   744,042   743,360   

５．たな卸資産  116,799   157,255   107,375   

６．その他  92,349   109,056   86,574   

    貸倒引当金  △100   △100   △100   

流動資産合計   1,660,009 72.3  1,822,548 74.0  1,961,188 75.5

Ⅱ  固定資産           

１．有形固定資産  ※１ 99,801   97,051   98,083   

２．無形固定資産  117,395   99,417   101,985   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  353,058   402,368   395,388   

(2) 破産債権等  193,194   31,159   76,972   

(3) その他  70,005   45,076   45,409   

    貸倒引当金  △197,129   △35,094   △80,907   

投資その他の資産合計  419,129   443,509   436,862   

固定資産合計   636,326 27.7  639,979 26.0  636,931 24.5

資産合計   2,296,336 100.0  2,462,527 100.0  2,598,120 100.0
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前第１四半期会計期間末
(平成18年6月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年6月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年3月31日）

区　分 注記
番号 金額（千円） 構成比

(％） 金額（千円） 構成比
(％） 金額（千円） 構成比

(％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債       

１．買掛金  34,059   34,506   86,602   

２．未払法人税等  2,668   3,028   10,224   

３．賞与引当金  17,587   18,364   31,180   

４. 製品保証等引当金  －   12,162   －   

５．その他　　　  ※２ 107,538   115,059   80,301   

流動負債合計   161,853 7.1  183,121 7.5  208,308 8.0

Ⅱ  固定負債           

１．社債  42,000   －   －   

２．退職給付引当金  33,082   33,958   34,785   

３．役員退職慰労引当金  24,225   40,412   36,365   

４．その他  190   190   190   

固定負債合計   99,497 4.3  74,560 3.0  71,341 2.8

負債合計   261,350 11.4  257,681 10.5  279,649 10.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,202,036 52.4  1,202,036 48.8  1,202,036 46.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  300,000   300,000   300,000   

(2）その他資本剰余金  731,862   731,862   731,862   

資本剰余金合計   1,031,862 44.9  1,031,862 41.9  1,031,862 39.7

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   509   －   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △70,948   80,823   202,679   

利益剰余金合計   △70,948 △3.1  81,332 3.3  202,679 7.8

４．自己株式   △99,185 △4.3  △99,185 △4.0  △99,185 △3.8

株主資本合計   2,063,763 89.9  2,216,044 90.0  2,337,391 89.9

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差額金   △28,778 △1.3  △11,198 △0.5  △18,920 △0.7

評価・換算差額等合計   △28,778 △1.3  △11,198 △0.5  △18,920 △0.7

純資産合計   2,034,985 88.6  2,204,846 89.5  2,318,471 89.2

負債純資産合計   2,296,336 100.0  2,462,527 100.0  2,598,120 100.0

エルミック・ウェスコム㈱　（4770）平成 20 年 3 月期　第１四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 6 －



(2）【四半期損益計算書】

前第１四半期会計期間

（自　平成18年4月１日

至　平成18年6月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年4月１日

至　平成19年6月30日）

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年4月１日

至　平成19年3月31日）

区　分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

           

Ⅰ　売上高 ※１  320,203 100.0  293,134 100.0  1,954,039 100.0

Ⅱ　売上原価   199,572 62.3  192,210 65.6  1,118,735 57.3

売上総利益   120,630 37.7  100,924 34.4  835,304 42.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   217,041 67.8  220,533 75.2  762,442 39.0

営業利益又は営業損失(△)   △96,410 △30.1  △119,608 △40.8  72,862 3.7

Ⅳ  営業外収益　 ※２  5,918 1.8  6,773 2.3  24,528 1.2

Ⅴ  営業外費用　 ※３  650 0.2  － －  2,735 0.1

経常利益又は経常損失(△)   △91,143 △28.5  △112,835 △38.5  94,654 4.8

Ⅵ  特別利益 　　 ※４  35,365 11.0  45,813 15.6  152,087 7.8

Ⅶ  特別損失  　 ※５  8,746 2.7  742 0.2  29,588 1.5

税引前当期純利益又は

税引前第１四半期純損失(△)
  △64,524 △20.2  △67,763 △23.1  217,153 11.1

法人税、住民税及び事業税  1,440   1,440   5,762   

法人税等調整額  4,984 6,424 2.0 △232 1,207 0.4 8,712 14,474 0.7

当期純利益又は

第１四半期純損失(△)
  △70,948 △22.2  △68,970 △23.5  202,679 10.4
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(3）【四半期株主資本等変動計算書】

前第１四半期会計期間（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
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

当第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

第1四半期純損失     △70,948 △70,948  △70,948

自己株式の取得       △83,375 △83,375

株主資本以外の項目の当第1四半期会

計期間中の変動額（純額)
        

当第1四半期会計期間中の変動額合計

(千円）
－ － △76,144 △76,144 △35,023 △35,023 △83,375 △194,543

平成18年6月30日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 △70,948 △70,948 △99,185 2,063,763

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高　(千円） 16,231 16,231 2,274,538

当第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219

損失の填補   －

第1四半期純損失   △70,948

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の当第1四半期会

計期間中の変動額（純額）
△45,009 △45,009 △45,009

当第1四半期会計期間中の変動額合計

(千円）
△45,009 △45,009 △239,552

平成18年6月30日　残高　(千円） △28,778 △28,778 2,034,985
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当第１四半期会計期間（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

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年3月31日残高　
(千円）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 － 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

第１四半期会計期間中の
変動額

剰余金の配当     509 △52,884 △52,375  △52,375

第１四半期純損失      △68,970 △68,970  △68,970

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額(純額)

         

第１四半期会計期間中の
変動額合計　(千円）

－ － － － 509 △121,855 △121,346 － △121,346

平成19年6月30日残高　
(千円）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 509 80,823 81,332 △99,185 2,216,044

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高　
(千円）

△18,920 △18,920 2,318,471

第１四半期会計期間中の
変動額

剰余金の配当   △52,375

第１四半期純損失   △68,970

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額(純額)

7,721 7,721 7,721

第１四半期会計期間中の
変動額合計　(千円）

7,721 7,721 △113,624

平成19年6月30日残高　
(千円）

△11,198 △11,198 2,204,846
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　(注)   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

当期純利益     202,679 202,679  202,679

自己株式の取得       △83,375 △83,375

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額)
        

事業年度中の変動額合計　(千円） － － △76,144 △76,144 238,604 238,604 △83,375 79,084

平成19年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高　(千円） 16,231 16,231 2,274,538

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219

損失の填補　(注)   －

当期純利益   202,679

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△35,151 △35,151 △35,151

事業年度中の変動額合計　(千円） △35,151 △35,151 43,932

平成19年3月31日　残高　(千円） △18,920 △18,920 2,318,471

 　(注)　平成18年6月の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）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 
 
 
 

当第１四半期会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年６月30日）

区　分
注記
番号

金　額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   

税引前第１四半期純損失  △67,763

減価償却費  7,832

のれん償却額  4,181

貸倒引当金の減少額  △45,813

賞与引当金の減少額  △12,815

製品保証等引当金の増加額  12,162

退職給付引当金の減少額  △827

役員退職慰労引当金の増加額  4,046

受取利息及び受取配当金  △5,321

為替差益  △178

投資有価証券評価損  742

売上債権の減少額  386,990

たな卸資産の増加額  △49,879

仕入債務の減少額  △52,095

その他資産の増加額  △21,212

その他負債の増加額  30,081

未払消費税等の減少額  △12,104

小計  178,023

利息及び配当金の受取額  5,283

法人税等の支払額  △6,760

営業活動によるキャッシュ・フロー  176,547

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  △672

無形固定資産の取得による支出  △7,743

長期貸付金の回収による収入  383

破産債権等の回収による収入  45,813

その他  △50

投資活動によるキャッシュ・フロー  37,732

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △38,469

財務活動によるキャッシュ・フロー  △38,469

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  178

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  175,988

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  966,508

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 ※ 1,142,496

(注)　当第１四半期会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。
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(5）【注記事項】

（四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項）

項目

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１.資産の評価基準

及び評価方法

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

関連会社株式

同　左

子会社株式及び関連会社株式

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

　

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への

出資(証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合

契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方

法によっております。

時価のないもの

同　左

 　

時価のないもの

　同　左

(2)たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2)たな卸資産

商品

同　左

(2)たな卸資産

商品

同　左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同　左

製品・仕掛品・原材料

同　左

２.固定資産の減価

償却の方法

(1)有形固定資産

法人税法に定める定率法

（ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法）

(1)有形固定資産

同　左

(1)有形固定資産

同　左

(2)無形固定資産

  法人税法に定める定額法。なお、

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

と残存有効期間に基づく均等配分額

とを比較し、いずれか大きい額を計

上する方法、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法。

(2)無形固定資産

　同　左

(2)無形固定資産

同　左
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項目

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

３.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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1)貸倒引当金

同　左

(1)貸倒引当金

同　左

(2)賞与引当金

  従業員の賞与の支出に備えるため、

将来支給見込額のうち当第1四半期

会計期間負担分を計上しております。

(2)賞与引当金

同　左

(2)賞与引当金

  従業員の賞与の支出に備えるため、

将来支給見込額の当期負担分を計上

しております。

(3)　　      ―――  (3)製品保証等引当金

　製品等の無償補修費用の支出に備

えるため、過去の実績に基づく将来

発生見込額を計上しております。

(3)　　      ―――  

(4)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当第1四半期会計期間末における退

職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

将来支給予定額を計上しております。

（追加情報）

　当社は、確定給付型の制度とし

て適格退職年金制度及び退職一時

金制度を設けておりましたが、平

成19年4月1日をもって適格退職年

金制度を廃止し、退職一時金制度

を凍結いたしました。これに伴い、

新たに確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入し、従来から採

用している総合設立型の厚生年金

基金及び特定退職金共済制度の加

入対象者等を拡大しております。

　なお、当該制度移行に伴う損益

への影響は軽微であります。

(4)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

(5)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため役員退職慰労金規程に基づく要

支給額を計上しております。

(5)役員退職慰労引当金

同　左

(5)役員退職慰労引当金

同　左

４．四半期キャッ

シュ・フロー計算

書(キャッシュ・フ

ロー計算書)におけ

る資金の範囲

　　　　      ―――  　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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

ります。

　      ―――  

５.その他四半期財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同　左

(1)消費税等の会計処理

同　左
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（四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（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1四半期会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月9日　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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　

企業会計基準適用指針第8号）を適用してお

ります。これによる当第１四半期会計期間

の損益に与える影響はありません。なお、

従来の「資本の部」合計に相当する金額

2,034,985千円であります。

　中間財務諸表等規則の改正による貸借対

照表の表示に関する変更は以下のとおりで

あります。

１　前事業年度における「資本の部」は、

当第１四半期会計期間から「純資産の部」

となり、「純資産の部」は「株主資本」

及び「評価・換算差額等」に分類して表

示しております。 

２　前事業年度において独立掲記しており

ました「資本金」、「資本剰余金」及び

「利益剰余金」は当第１四半期会計期間

においては「株主資本」の内訳科目とし

て表示しております。

　　　　　      ―――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号　平成17年12月9日）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」（企業会計基準適用指針

第8号　平成17年12月9日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、2,318,471千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の

改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

３　前事業年度において「利益剰余金」の

内訳科目として表示しておりました「当

期未処理損失」は、当第１四半期会計期

間から「その他利益剰余金」の内訳科目

である「繰越利益剰余金」として表示し

ております。

４　前事業年度において「利益剰余金」の

次に表示しておりました「その他有価証

券評価差額金」は、当第１四半期会計期

間から「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示しております。

 

 

 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正）

　当第1四半期会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　最終改正

平成17年12月27日　企業会計基準第1号）及

び「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　最終改正平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第2号）を適用しておりま

す。これによる当第１四半期会計期間の損

益に与える影響はありません。なお、中間

財務諸表等規則の改正による貸借対照表の

表示に関する変更は以下のとおりでありま

す。

　　　　　      ―――  　　　　　      ―――  
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前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

　前事業年度において資本に対する控除項

目として「資本の部」の末尾に表示してお

りました「自己株式」は、当第１四半期会

計期間から「株主資本」に対する控除項目

として「株主資本」の末尾に表示しており

ます。

　　　　　      ―――  (有形固定資産の減価償却方法の変更）

　当第１四半期会計期間から、法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法律　平成

19年3月30日　法律第6号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年3月30日　

政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に

取得したものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

  これに伴う損益への影響は軽微であります。

（追加情報）

　平成19年3月31日以前に取得した有形固

定資産のうち、償却可能限度額までの償却

が終了しているものについて、当四半期会

計期間より残存簿価を５年間で均等償却し

ております。

　これに伴う損益への影響は軽微でありま

す。

　　　　　      ―――  

（追加情報）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（サポート契約に係る売上計上基準）　

　サポート契約は、従来契約時に売上計上し

ておりましたが、金額的重要性が増してきた

ため、前事業年度の下期より契約期間の経過

に対応して売上計上することとしました。こ

の結果、当第１四半期会計期間と同一の方法

によった場合に比較して前第１四半期会計期

間の営業損失、経常損失、税引前当期純損失

はそれぞれ、3,954千円少なく計上されており

ます。

　　　　　      ―――  　　　　　      ―――  

　　　　　      ―――  （製品保証等引当金）　

　製品保証等費用は、従来、修理作業等の

発生時に計上しておりましたが、当四半期

会計期間より売上高に対する過去の実績率

に基づいて製品保証等引当金として計上す

る方法に変更しました。この変更は、当該

費用に重要性が増してきたこと及び当四半

期会計期間において過去の実績を基礎に将

来発生見込額の見積が可能になったことか

ら財務内容の健全化を図るために行ったも

のであります。この結果、従来の方法によっ

た場合と比べ、売上総利益が12,162千円減

少し、営業損失、経常損失、税引前第１四

半期純損失、第１四半期純損失が、それぞ

れ同額増加しております。

　　　　　      ―――  
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（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末

(平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

126,662千円であります。

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

131,701千円であります。

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

129,997千円であります。

※２.消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２.消費税等の取扱い

　　同　左

※２.       ―――  

 

※３.       ―――  ※３. 第1四半期末日満期手形の会計処理

　第1四半期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお当第1四半期会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれております。

　　　受取手形　　6,449千円

※３. 期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

　　　受取手形　　43,278千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１．当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、上半期に比べ下半期に受注製作する割

合が大きいため、事業年度の上半期の売上

高と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。

※１．　同　左 ※１．       ―――  

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 386千円

有価証券利息 4,606千円

受取配当金 60千円

業務受託料 510千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 24千円

有価証券利息 5,216千円

受取配当金 80千円

業務受託料 510千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 585千円

有価証券利息 18,714千円

受取配当金 172千円

業務受託料 3,440千円

※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 218千円

自己株式取得費用 235千円

※３．       ―――  ※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 656千円

投資組合投資損失 1,622千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 26,626千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 700千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 45,813千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 142,847千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 1,200千円

※５．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 8,728千円

※５．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 742千円

※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,181千円

投資有価証券評価損 8,728千円

たな卸資産廃棄損 17,678千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 1,466千円

無形固定資産 15,635千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 1,703千円

無形固定資産 10,310千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 6,385千円

無形固定資産 56,238千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 41,998 125,000 － 166,998

　（変動事由の概要）

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議による取得による増加　　　　125,000株

当第１四半期会計期間(自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第１四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第１四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第１四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第１四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第１四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第１四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式 166 － － 166

合計 166 － － 166

３．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(千円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年5月18日
定時取締役会

普通株式 52,375  　　　　　10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14日

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期会計期間末後となるもの

該当事項はありません。 

前事業年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株) 当事業年度増加株式数(千株) 当事業年度減少株式数(千株) 当事業年度末株式数（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株) 当事業年度増加株式数(千株) 当事業年度減少株式数(千株) 当事業年度末株式数（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

３．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(千円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

平成18年6月29日
定時株主総会 普通株式 40,219  　　　　　　7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議しております。

        (決議） 株式の種類 配当金の総額(千円) 配当の原資 １株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

 平成19年5月18日
 定時取締役会 普通株式 52,375  利益剰余金 10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

　　　　　　    ―――  ※．現金及び現金同等物の第１四半期期末残

高と第１四半期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30日現在）

現金及び預金勘定 398,453千円

取得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期

投資（有価証券）  744,042千円

現金及び現金同等物 1,142,496千円

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年6月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第１四半期会計期間末（平成19年6月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 第1四半期貸借対照表計上額(千円） 差額（千円）

(1）株式 8,060 10,940 2,880

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 207,348 △17,259

③　その他 － － －

(3）その他 81,594 84,774 3,180

　　　　　　　　　　　合計 314,262 303,063 △11,198

２．時価のない主な有価証券の内容  

 第１四半期貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 693,880

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,162

　　投資事業組合出資金 93,650

　　非上場株式 5,654

合計 846,847
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前事業年度（平成19年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 　貸借対照表計上額(千円） 差額（千円）

(1）株式 8,060 12,460 4,400

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 203,723 △20,884

③　その他 － － －

(3）その他 81,594 79,158 △2,435

　　　　　　　　　　　合計 314,262 295,341 △18,920

２．時価のない主な有価証券の内容

 

 貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 693,244

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,116

　　投資事業組合出資金 93,650

　　非上場株式 6,396

合計 846,907

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間　（自　平成19年4月1日  至　平成19年6月30日）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

当第１四半期会計期間　（自　平成19年4月1日  至　平成19年6月30日）

　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 388円53銭

１株当たり第１四半期純損失金額  13円48銭

１株当たり純資産額 420円97銭

１株当たり第1四半期純損失金額 13円17銭

１株当たり純資産額   442円66銭

１株当たり当期純利益金額 38円65銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額については、１株当たり第１四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　　　　　　　　同　左 　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、潜在株式が存在しないた

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。

 
前第１四半期会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額               　    (千円) 2,034,985 2,204,846 2,318,471

純資産の部の合計額から控除する金額　   (千円) － － －

普通株式に係る第1四半期会計期間末（期末）の

純資産額　　　　　　　　　　　　　　　（千円)
2,034,985 2,204,846 2,318,471

1株当たり純資産額の算定に用いられた第１四半

期末(期末)の普通株式の数　  　　　　　 (千株)
5,237 5,237 5,237

２．１株当たり第１四半期純利益または１株あたり第１四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日)

当第1四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第１四半期純利益又は第１四半期(当期)純損失(△)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (千円)
△70,948 △68,970 202,679

普通株主に帰属しない金額　　　　　　（千円) － － －

普通株式に係る第１四半期純利益又は第１四半期

（当期）純損失(△)　　　　　　　　　（千円)
△70,948 △68,970 202,679

期中平均株式数　　　　　        　　（千株) 5,263 5,237 5,244

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 　          －  　          －  　          －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（その他）

該当事項はありません。
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