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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 11,603 △23.6 △616 － △675 － △652 －

19年３月期第３四半期 15,188 △19.4 △40 － △100 － △133 －

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３四半期 △43 13 －  

19年３月期第３四半期 △9 67 －  

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３四半期 12,665 6,622 52.3 437 54

19年３月期第３四半期 14,701 7,009 47.7 506 11

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３四半期 △624 △29 82 1,454

19年３月期第３四半期 △1,091 △6 496 1,596

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】

 　通期の業績予想に関しましては、下記のとおり修正（平成20年２月８日発表）いたしました。

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 17,400 △22.1 △390 － △410 － △900 － △59 46

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す。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の強化に努めてまいりました。 

当第３四半期におきましては、連結売上高は116億３百万円（前年同期151億８千８百万円）、営業損失６億１千６百

万円（前年同期営業損失４千万円）、経常損失６億７千５百万円（前年同期経常損失１億円）となりました。特別損失

として、債権の一部回収予定が当初予定より遅れる見込みとなりましたため、評価損失として貸倒引当金２億７千２百

万円を計上し、当第３四半期の純損失は６億５千２百万円（前年同期純損失１億３千３百万円）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、一部案件の予算執行の来期へのずれ込み等により、公共向けシス

テム製品販売が好調であった前年度には至らず、売上高は38億８千７百万円（前年同期67億８千８百万円）となり、営

業損失は８億２千７百万円（前年同期営業損失４億２千６百万円）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、売上高は77億１千６百万円（前年同期83億９千９百万円）、営業利益

は２億１千１百万円（前年同期営業利益３億８千６百万円）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３四半期の財政状態の変動状況

当該四半期の総資産は126億６千５百万円（前期末比32億９千２百万円減少）、負債の部の合計は60億４千３百万円

（前期末比23億８千４百万円減少）、純資産の部は66億２千２百万円（前期末比９億８百万円減少）となりました。

 

(2）当第３四半期の財政状態の変動状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛債権の減少により入金がありましたものの、仕入債務の減少、税金等調

整前四半期純損失により６億２千４百万円の減少（前年同期10億９千１百万円の減少）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、差入保証金の増加、固定資産の増加等により２千９百万円の減少とな

りました。（前年同期６百万円の減少）

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払等ありましたものの、短期借入金の増加により８千２百

万円の増加となりました。（前年同期４億９千６百万円の増加）この結果、現金及び現金同等物の当該四半期末残高は

前連結会計年度末比５億７千３百万円減少の14億５千４百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につき、官公庁関連の予算執行の遅れが予想され、また、新規ビジネスモデルとして推進している情

報セキュリティソリューション、ディザスタ・リカバリー等の拡販の遅延により、平成19年５月11日に発表いたしまし

た業績予想を下回る見込みです。

 

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

 　　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３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 2,156,725 2,014,646 △142,078 2,587,981

２．受取手形及び売掛金 5,232,128 2,994,674 △2,237,453 6,120,412

３．たな卸資産 1,316,499 1,473,921 157,421 867,809

４．前渡金 326,604 310,864 △15,739 292,524

５．未収入金 2,409,191 30,205 △2,378,986 2,373,238

６．その他 805,750 388,029 △417,720 1,155,310

貸倒引当金 △713 △7,892 △7,179 △857

流動資産合計 12,246,185 7,204,448 △5,041,737 13,396,419

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 502,045 476,078 △25,966 496,047

(2）土地 486,589 486,589 － 486,589

(3）その他 109,879 99,110 △10,769 112,209

有形固定資産合計 1,098,514 1,061,778 △36,735 1,094,846

２．無形固定資産 83,219 48,506 △34,713 74,143

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 340,848 270,499 △70,348 418,413

(2）長期差入保証金 329,945 342,059 12,114 330,233

(3）長期未収入金 － 3,265,572 3,265,572 －

(4）その他  602,930 744,817 141,886 643,659

　　貸倒引当金 － △272,225 △272,225 －

投資その他の資産合計 1,273,724 4,350,722 3,076,998 1,392,306

固定資産合計 2,455,457 5,461,007 3,005,549 2,561,296

資産合計 14,701,643 12,665,455 △2,036,187 15,957,715
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

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 3,422,539 2,343,348 △1,079,190 5,096,728

２．短期借入金 3,182,262 2,662,502 △519,760 2,453,840

３．その他 748,471 639,584 △108,887 537,077

流動負債合計 7,353,273 5,645,435 △1,707,838 8,087,646

Ⅱ　固定負債     

  １．繰延税金負債 7,336 5,856 △1,479 7,004

２．退職給付引当金 248,064 258,907 10,843 245,909

３．役員退職慰労引当金 83,704 133,141 49,437 86,941

固定負債合計 339,104 397,905 58,800 339,855

負債合計 7,692,378 6,043,341 △1,649,037 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 3,055,231 3,240,180 184,948 3,240,180

３．利益剰余金 1,095,956 538,783 △557,172 1,343,015

４．自己株式 △117,795 △110,387 7,408 △108,938

株主資本合計 7,275,087 7,095,493 △179,594 7,901,173

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金

174,616 △49 △174,666 87,678

２．繰延ヘッジ損益 418 △4,340 △4,758 △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 8,137 △19,992 △28,130 △9,497

評価・換算差額等合計 △265,823 △473,378 △207,555 △370,960

純資産合計 7,009,264 6,622,114 △387,150 7,530,213

負債純資産合計 14,701,643 12,665,455 △2,036,187 15,957,715
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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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
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 15,188,444 11,603,391 △3,585,053 22,329,167

Ⅱ　売上原価 13,123,750 9,990,578 △3,133,172 19,183,034

売上総利益 2,064,694 1,612,813 △451,880 3,146,133

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,104,824 2,228,867 124,042 2,781,535

営業利益（△営業損
失）

△40,130 △616,053 △575,923 364,598

Ⅳ　営業外収益 10,820 17,951 7,130 20,441

Ⅴ　営業外費用 71,211 77,383 6,172 138,052

経常利益（△経常損
失）

△100,521 △675,486 △574,964 246,987

Ⅵ　特別利益 561 290 △271 74,502

Ⅶ　特別損失 76,678 287,549 210,870 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）

△176,638 △962,745 △786,106 243,051

法人税、住民税及び事
業税

26,800 20,548 △6,251 83,125

法人税等調整額 △70,204 △330,441 △260,236 46,100

四半期（当期）純利益
（△四半期（当期）純
損失）

△133,234 △652,852 △519,618 113,825
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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

第３四半期中の変動額      

剰余金の配当   △137,816  △137,816

四半期純損失   △133,234  △133,234

自己株式の取得    △1,780 △1,780

自己株式の処分  1,885  38,009 39,895

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

     

第３四半期変動額合計
（千円）

－ 1,885 △271,051 36,228 △232,936

平成18年12月31日残高
（千円）

3,241,696 3,055,231 1,095,956 △117,795 7,275,087

　

 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３四半期中の変動額       

剰余金の配当      △137,816

四半期純損失      △133,234

自己株式の取得      △1,780

自己株式の処分      39,895

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

51,443 418 － 23,335 75,196 75,196

第３四半期変動額合計
（千円）

51,443 418 － 23,335 75,196 △157,740

平成18年12月31日残高
（千円）

174,616 418 △448,995 8,137 △265,823 7,009,264
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当第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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３四半期中の変動額      

剰余金の配当   △151,378  △151,378

四半期純損失   △652,852  △652,852

自己株式の取得    △1,448 △1,448

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

     

第３四半期変動額合計
（千円）

－ － △804,231 △1,448 △805,680

平成19年12月31日残高
（千円）

3,426,916 3,240,180 538,783 △110,387 7,095,493

 

 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３四半期中の変動額       

剰余金の配当      △151,378

四半期純損失      △652,852

自己株式の取得      △1,448

株主資本以外の項目の四半
期中の変動額（純額）

△87,727 △4,195 － △10,495 △102,418 △102,418

第３四半期変動額合計
（千円）

△87,727 △4,195 － △10,495 △102,418 △908,098

平成19年12月31日残高
（千円）

△49 △4,340 △448,995 △19,992 △473,378 6,622,114
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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

　

 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）　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。

(株）理経（8226）平成 20 年 3 月期　第 3四半期財務・業績の概況

－ 9 －



(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３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（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）

△176,638 △962,745 243,051

減価償却費 76,871 77,363 101,964

貸倒引当金の増減額 △8,295 279,475 △8,197

退職給付引当金の増加額 10,840 12,998 8,685

役員退職慰労引当金の増加
額

8,829 46,199 12,066

受取利息及び受取配当金 △7,951 △12,816 △12,009

支払利息 22,954 39,280 36,229

保険積立金契約変更損 3,046 18,694 40,372

固定資産除却損 1,220 5,362 2,811

投資有価証券売却益 － － △73,944

減損損失 － 1,286 －

売上債権の増減額 △1,032,398 3,110,889 △1,934,648

たな卸資産の増減額 90,164 △614,686 513,924

未収入金の増加額 △2,394,743 9,254 △2,354,141

前渡金の増減額 2,617,441 △19,391 2,650,238

その他流動資産の増減額 △580,230 107,743 △1,051,560

仕入債務の増減額 12,608 △2,741,502 1,697,243

未払消費税の減少額 △16,034 △15,705 △4,423

その他流動負債の増加額 312,165 154,806 48,885

その他 △1,538 △17,218 2,591

小計 △1,061,687 △520,711 △80,864

利息及び配当金の受取額 7,635 11,442 11,813

利息の支払額 △23,378 △41,065 △35,684

法人税等の支払額 △14,294 △74,108 △25,903

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△1,091,725 △624,443 △130,639
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（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

△17,220 △21,024 △17,627

無形固定資産の取得による
支出 

△3,073 △4,982 △2,690

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

保険積立金による支出 △5,424 △9,438 △31,153

保険積立金解約による収入 － 18,366 17,611

差入保証金による支出 △1,955 △22,388 －

差入保証金解約による収入 590 9,791 655

その他 1,465 △65 37

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△6,763 △29,741 △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 579,916 211,256 △148,257

株式の発行による収入 － － 370,440

自己株式の純増減額 38,114 △1,448 46,700

配当金の支払額 △121,415 △127,712 △137,528

財務活動によるキャッシュ・
フロー

496,614 82,094 131,354

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△3,676 △1,245 △10,491

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △605,551 △573,335 △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

1,596,725 1,454,646 2,027,981
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(5）事業の種類別セグメント情報

前第３四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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 6,788,493 8,399,950 15,188,444 － 15,188,444

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,800 872 3,672 (3,672) －

計 6,791,293 8,400,822 15,192,116 (3,672) 15,188,444

営業費用 7,218,007 8,014,239 15,232,247 (3,672) 15,228,574

営業利益（又は営業損失） △426,713 386,583 △40,130 － △40,130

　

当第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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 3,887,117 7,716,273 11,603,391 － 11,603,391

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
821 2,998 3,820 (3,820) －

計 3,887,939 7,719,272 11,607,211 (3,820) 11,603,391

営業費用 4,715,667 7,507,534 12,223,201 (3,756) 12,219,445

営業利益（又は営業損失） △827,728 211,738 △615,990 (63) △616,053

　

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
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