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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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1四半期 86,104 ― 505 ― 405 ― 147 ―

20年3月期第1四半期 80,480 △2.0 △56 ― △116 ― △162 ―

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1四半期 7.67 7.59
20年3月期第1四半期 △8.43 △8.35

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1四半期 111,302 38,109 34.2 1,980.10
20年3月期 136,334 38,436 28.2 1,997.19

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  38,109百万円 20年3月期  38,436百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 183,000 4.7 1,250 13.7 1,150 13.0 650 14.0 33.77
通期 407,000 6.5 5,100 16.6 4,900 21.2 2,700 33.4 140.29

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  

詳細は、「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） 

詳細は、「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．平成20年５月８日に公表しました連結業績予想は、新株予約権付社債の株式への転換等による発行済株式の増加に伴い１株当たり当期純利益につき変更しており、
その他の業績予想値は変更しておりません。 
２．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なることがあります。 
３．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）及び「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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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1四半期 19,293,998株 20年3月期 19,292,520株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 47,680株 20年3月期 47,120株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 19,245,683株 20年3月期第1四半期 19,242,801株



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

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、企業の設備投資や個人消費の

伸び悩みにより、景気の足踏み状態が続く展開となりました。

　パソコン業界におきましては、個人向け市場においては、「Windows Vista（ビスタ）」の定着により、新モデルの

販売が堅調な推移を見せるとともに、小型モバイルノートパソコンの人気の高まりなどで活発な動きを見せました。

法人向け市場においては、引き続きＩＴ投資は堅調に推移したものの、円高や原材料価格の高騰による企業業績への

影響により伸び悩みがみられました。

　このような情勢のなか、当社グループの当第１四半期の連結売上高は861億４百万円、連結営業利益は５億５百万円、

連結経常利益は４億５百万円、連結四半期純利益は１億47百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は1,113億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ250億31百万円減少いたしました。流

動資産は910億91百万円となり247億77百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金が239億49百万円減少し

たこと等によるものです。固定資産は、有形固定資産が88百万円減少、無形固定資産が１億15百万円減少、投資その

他の資産が49百万円減少したことにより２億53百万円減少の202億11百万円となりました。

　負債合計は731億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ247億４百万円減少いたしました。流動負債は655億65百

万円となり、253億64百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が207億34百万円減少したこと、納

付により未払法人税等が14億47百万円減少したこと等によるものです。固定負債は、長期借入金が６億20百万円増加

したこと等により、６億60百万円増加の76億27百万円となりました。純資産は381億９百万円となり前連結会計年度末

に比べ３億27百万円減少いたしました。主な要因は当四半期純利益の計上による１億47百万円の増加と配当金の支払

による４億81百万円の減少等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度の28.2％から34.2％となり

ました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後のパソコン業界は、世界経済の減速懸念、原材料価格の高騰など不透明な要素は増しつつあるものの、企業の

ＩＴ投資は、省エネルギー商品や新ＯＳへの買い替え需要等堅調に推移することが見込まれます。

　業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な

ることがあります。なお、業績予想につきましては、新株予約権付社債の株式への転換等による発行済株式の増加に

伴う１株当たり当期純利益につき変更しておりますが、その他の業績予想値は平成20年５月８日公表時から変更して

おりません。

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）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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

（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

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）及び「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。

２．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、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する基準」（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。なお、従来の方法によった場合と比べ、損益に与え



る影響はありません。

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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））及び「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日以後開始する事業年度に係る四半期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、当第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。これによる損益に与える影響は

ありません。平成20年３月31日以前に取引を開始した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によっております。

（４）追加情報

　平成20年６月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給議案が承認可決されたため、当

第１四半期連結会計期間より「役員退職慰労引当金」の全額を取崩し、打ち切り支給額の未払分については貸

借対照表の固定負債のその他に含めて表示しております。



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１四半期連結会計期間末 
(平成20年６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 1,719 767 
受取手形及び売掛金 67,635 91,585 
商品 17,544 17,830 
仕掛品 18 9 
未収入金 3,156 4,757 
その他 1,168 1,116 
貸倒引当金 △152 △197 

流動資産合計 91,091 115,869 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 6,953 6,950 
減価償却累計額 △3,335 △3,280 

建物及び構築物（純額） 3,618 3,670 

土地 9,094 9,094 
その他 1,929 1,927 
減価償却累計額 △1,435 △1,396 

その他（純額） 494 531 

有形固定資産合計 13,206 13,295 

無形固定資産   
ソフトウエア 1,318 1,436 
その他 429 427 
無形固定資産合計 1,748 1,863 

投資その他の資産   
投資有価証券 2,588 2,632 
その他 3,306 3,298 
貸倒引当金 △638 △624 

投資その他の資産合計 5,256 5,305 

固定資産合計 20,211 20,464 

資産合計 111,302 136,334 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６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 61,149 81,883 
短期借入金 － 1,700 
1年内返済予定の長期借入金 542 1,257 
未払法人税等 206 1,654 
引当金 593 1,253 
その他 3,073 3,180 
流動負債合計 65,565 90,930 

固定負債   
新株予約権付社債 1,037 1,039 
長期借入金 4,121 3,501 
引当金 724 1,000 
その他 1,744 1,426 
固定負債合計 7,627 6,967 

負債合計 73,193 97,897 

純資産の部   
株主資本   
資本金 11,301 11,300 
資本剰余金 11,481 11,480 
利益剰余金 15,362 15,695 
自己株式 △68 △67 

株主資本合計 38,076 38,408 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 34 27 
繰延ヘッジ損益 △1 － 

評価・換算差額等合計 33 27 

純資産合計 38,109 38,436 

負債純資産合計 111,302 136,334 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 86,104 
売上原価 79,418 
売上総利益 6,686 

販売費及び一般管理費 6,180 
営業利益 505 

営業外収益  
受取利息 1 
受取配当金 7 
販売支援金 11 
その他 32 
営業外収益合計 53 

営業外費用  
支払利息 29 
持分法による投資損失 24 
調査・コンサルティング費用 56 
その他 43 
営業外費用合計 153 

経常利益 405 

特別利益  
持分変動利益 0 
特別利益合計 0 

特別損失  
特別損失合計 － 

税金等調整前四半期純利益 405 

法人税、住民税及び事業税 241 
法人税等調整額 16 
法人税等合計 258 

四半期純利益 147 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 405 
減価償却費 245 
賞与引当金の増減額（△は減少） △568 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △92 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △292 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 
受取利息及び受取配当金 △9 
支払利息 29 
持分法による投資損益（△は益） 24 
売上債権の増減額（△は増加） 23,750 
未収入金の増減額（△は増加） 1,601 
たな卸資産の増減額（△は増加） 277 
仕入債務の増減額（△は減少） △20,737 
長期未払金の増減額（△は減少） 278 
その他 51 
小計 4,947 

利息及び配当金の受取額 32 
利息の支払額 △28 
法人税等の支払額 △1,669 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,281 
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 △23 
有形固定資産の売却による収入 1 
投資有価証券の取得による支出 △0 
投資有価証券の売却による収入 2 
その他 △32 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52 

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（△は減少） △1,700 
長期借入れによる収入 700 
長期借入金の返済による支出 △795 
自己株式の取得による支出 △1 
配当金の支払額 △481 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,277 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 952 

現金及び現金同等物の期首残高 767 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,719 



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 

情報機器卸
売等販売事
業
（百万円）

サポート・
サービス事
業
（百万円）

システムイ
ンテグレー
ション事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 84,557 150 1,395 86,104 － 86,104

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
41 615 116 772 △772 －

計 84,598 765 1,512 86,877 △772 86,104

営業利益（又は営業損失） 560 △31 △31 498 7 505

　（注）１．事業区分は、顧客種類、販売方法、事業の収益性・成長性、事業リスク等の類似性を考慮して区分しており

ます。各事業の内容はつぎのとおりであります。

事業区分 主な事業内容

情報機器卸売等販売事業 パソコン等の二次卸売店への販売、法人顧客等への販売及びこれに関連するサービス事業

サポート・サービス事業
パソコン販売業者に対する商品修理等のサポート及びパソコンユーザーに対するパソコン

操作等のサポート及びこれに関連するサービス事業

システムインテグレー

ション事業
システム開発、搬入設置工事、ネットワーク構築及びこれらに関するサービス事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外子会社および連結会社の海外事業所はありませんので、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高はありませんので、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 80,480

Ⅱ　売上原価 74,715

売上総利益 5,764

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,821

営業利益 △56

Ⅳ　営業外収益 44

Ⅴ　営業外費用 105

経常利益 △116

税金等調整前四半期純利益 △116

税金費用 45

四半期純利益 △162



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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純利益 △116

２．減価償却費 244

３．売上債権の増減額 25,901

４．未収入金の増減額 1,835

５．たな卸資産の増減額 1,851

６．仕入債務の増減額 △22,288

７. その他 △209

小計 7,218

８．法人税等の支払額 △1,162

９. その他 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,056

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．投資有価証券の取得による支出 △52

２．有形固定資産の増減額 △36

３．無形固定資産等の増減額 △70

４．差入保証金の増減額 △34

５．その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △180

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．借入金の増減額 △120

２．配当金の支払額 △288

３．その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △409

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

5,465

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,253

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 9,719



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

情報機器卸
売等販売事

業
(百万円)

サポート・
サービス事

業
(百万円)

システムイ
ンテグレー
ション事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 78,770 168 1,540 80,480 － 80,480

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
44 629 196 870 △870 －

計 78,815 798 1,736 81,350 △870 80,480

営業費用 78,862 831 1,728 81,422 △886 80,536

営業利益 △47 △33 8 △72 15 △56

　（注）１．事業区分は、顧客種類、販売方法、事業の収益性・成長性、事業リスク等の類似性を考慮して区分しており

ます。各事業の内容はつぎのとおりであります。

事業区分 主な事業内容

情報機器卸売等販売事業
パソコン等の二次卸売店への販売、法人顧客等への販売及びこれに関連するサービス事

業

サポート・サービス事業
パソコン販売業者に対する商品修理等のサポート及びパソコンユーザーに対するパソコ

ン操作等のサポート及びこれに関連するサービス事業

システムインテグレーショ

ン事業
システム開発、搬入設置工事、ネットワーク構築及びこれらに関連するサービス事業

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

海外子会社および連結会社の海外事業所はありませんので、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。
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