
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＩＴＸ株式会社 上場取引所 大 

コード番号 2725 URL http://www.itx-corp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中塚 誠

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 半澤 彰一 TEL 03-4288-7000

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

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 62,262 ― △133 ― △281 ― △1,397 ―

20年3月期第1四半期 74,991 1.9 549 ― 478 ― 673 ―

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 △2,183.20 ―

20年3月期第1四半期 1,374.82 ―

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 155,622 37,558 22.0 53,386.34
20年3月期 169,612 39,080 21.0 55,655.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  34,180百万円 20年3月期  35,633百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 130,000 ― 900 ― 500 ― △1,300 ― △2,030.48

通期 287,000 △11.2 5,000 14.5 3,800 18.7 1,200 △26.0 1,874.29

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  

［（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。］  

(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） 

［（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。］  

(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) 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) 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本発表資料日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想につきましては、本日別途公表しております「業績
予想の修正に関するお知らせ」を御参照下さい。  

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 無

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  640,240株 20年3月期  640,240株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  640,240株 20年3月期第1四半期  490,240株
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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 

当第１四半期連結会計期間において、売上高に関しましては、携帯電話販売事業において、各通信キャ 

リアの販売料金プランの変更の影響等による携帯電話販売需要の減少を主要因として売上高が減少した

こと等により、対前年同期比17.0%減の622億62百万円となりました。主な連結子会社での売上高構成内訳

は、アイ・ティー・テレコム株式会社において381億65百万円（連結売上高）、ＫＳオリンパス株式会社

において76億78百万円、株式会社ブロードリーフにおいて39億93百万円（連結売上高）、イーグローバレ

ッジ株式会社において20億97百万円（連結売上高）となりました。事業領域のセグメント別における売上

高では、ライフサイエンス事業は104億９百万円（構成比16.7%）、ネットワーク＆テクノロジー事業は89

億43百万円（同14.4%）、モバイル事業は385億38百万円（同61.9%）、ビジネスイノベーション事業は43

億70百万円（同7.0%）となりました。 

利益面に関しましては、売上総利益において、投資育成株式の売却益の減少等により対前年同期比3.6% 

減の118億68百万円となりました。販売費及び一般管理費は対前年同期比2.0%増の120億１百万円（主な内 

訳は人件費52億59百万円、人件費以外の費用67億42百万円（内、のれん償却額 ８億78百万円））となり、 

営業利益においては、対前年同期比６億83百万円減少し、１億33百万円の営業損失となりました。 

また、営業外収益３億43百万円、営業外費用４億90百万円を計上した結果、経常利益は前年同期比７億 

59百万円減少し、２億81百万円の経常損失となりました。さらに特別利益１億21百万円、特別損失７億66 

百万円を計上したことにより、第１四半期純利益は前年同期比20億71百万円減少し、13億97百万円の第１ 

四半期純損失となりました。 

 

事業内容別業績 

当社グループは、当社、子会社53社（内、非連結・非持分法適用子会社４社）及び関連会社11社（内、 

非持分法適用関連会社２社）計65社（平成20年６月末現在）で構成されております。 

なお、当第１四半期連結会計期間における連結事業セグメント別、収益内容別（投資育成株式売却によ 

る収益及び機器販売・サービスの提供による収益）の売上高、売上総利益及び連結事業セグメント別営業 

利益の概要は次のとおりであります。 

                                   （単位：百万円） 
 

 
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前期（通期） 

ライフサイエンス事業    

 売上高  10,356 10,409 50,509

 (投資育成) (－) (0) (754)

 (機器販売・サービス) (10,356) (10,409) (49,754)

 売上総利益  1,474 1,708 8,745

 (投資育成) (－) (△125) (46)

 (機器販売・サービス) (1,474) (1,833) (8,699)

 販売費及び一般管理費  △1,540 △1,879 △7,435

営業利益 （注）  △65 △171 1,309

(投資育成) (△18) (△147) (△53) 

(機器販売・サービス) (△47) (△24) (1,362)
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           （単位：百万円）
 

 
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前期（通期） 

ネットワーク＆テクノロジー事業    

 売上高  10,247  8,943 50,537

 (投資育成) (53) (150) (7,662)

 (機器販売・サービス) (10,194) (8,793) (42,875)

 売上総利益  3,878 3,758 18,040

 (投資育成) (53) (6) (1,703)

 (機器販売・サービス) (3,825) (3,752) (16,336)

 販売費及び一般管理費  △3,587 △3,367 △14,596

営業利益 （注）  291 391 3,443

(投資育成) (13) (△23) (1,586) 

(機器販売・サービス) (277) (415) (1,856)

モバイル事業    

 売上高  49,518 38,538 203,929

 (投資育成) (－) (－) (－) 

 (機器販売・サービス) (49,518) (38,538) (203,929)

 売上総利益  5,571 5,570 23,357

 (投資育成) (－) (－) (－)

 (機器販売・サービス) (5,571) (5,570) (23,357)

 販売費及び一般管理費  △5,289 △5,380 △21,882

営業利益 （注）  281 190 1,475

(投資育成) (△1) (△3) (△17) 

(機器販売・サービス) (282) (193) (1,492)

ビジネスイノベーション事業    

 売上高  4,868 4,370 18,227

 (投資育成) (393) (－) (406)

 (機器販売・サービス) (4,475) (4,370) (17,821)

 売上総利益  1,389 830 3,298

 (投資育成) (234) (－) (△282)

 (機器販売・サービス) (1,155) (830) (3,580)

 販売費及び一般管理費  △1,055 △1,131 △4,134

営業利益 （注）  333 △300 △836

(投資育成) (203) (△33) (△402) 

(機器販売・サービス) (129) (△266) (△433)

消去又は全社    

売上高  － － △64

(投資育成) (－) (－) (－) 

(機器販売・サービス) (－) (－) (△64) 

売上総利益  － － △25

(投資育成) (－) (－) (－) 

(機器販売・サービス) (－) (－) (△25)

販売費及び一般管理費  △291 △243 △1,000

営業利益 （注）  △291 △243 △1,026

(投資育成) (△145) (△121) (△513)

 

(機器販売・サービス) (△145) (△121) (△513)

連結    

 売上高  74,991 62,262 323,139

 (投資育成) (446) (150) (8,823)

 (機器販売・サービス) (74,544) (62,112) (314,316)

 売上総利益  12,314 11,868 53,415

 (投資育成) (287) (△118) (1,466)

 (機器販売・サービス) (12,027) (11,986) (51,948)

 販売費及び一般管理費  △11,765 △12,001 △49,049

 営業利益 （注）  549 △133 4,365

 (投資育成) (52) (△330) (600)

 (機器販売・サービス) (497) (196) (3,765)

（注）投資育成及び機器販売・サービスに関する営業利益を参考数値として記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

   連結貸借対照表の変動といたしましては、前連結会計年度末（平成20年３月末）と比較しますと、連結

子会社でありますアイ・ティー・テレコム株式会社、ＫＳオリンパス株式会社の売掛債権の回収及び買掛

債務の支払い等、ならびに連結子会社における借入金の返済により、総資産は139億90百万円減少してお

ります。純資産の部については、第１四半期純損失13億97百万円を計上し、375億58百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の21.0%から22.0%となりました。また、当第１四半期連結会計期間にお

けるグループ会社及び投資先への当社単体及び当社投資子会社等からの投資総額は３億23百万円となり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を御

参照下さい。 

 

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） 

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

なお、当第１四半期連結会計期間における連結子会社の異動状況は次のとおりであります。 

（増加）  （減少）  

  ㈱ラプランタ LS（株式売却） 

(注) １ 事業別セグメント区分、ＬＳ：ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業 

             ２ （ ）内は異動理由 

（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棚卸資産の評価方法 

一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実

地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出する

方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 
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（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 

        （会計処理の変更） 

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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 平成19年

３月14日）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 平成19年３月14日）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 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）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。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結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。リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の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を適用しております。これ

による損益に与える影響は軽微であります。 

④ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法に

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会計基準」

（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及

び先入先出法による原価法（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。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失及び

経常損失が64百万円、税金等調整前四半期純損失が120百万円それぞれ増加しております。 



ＩＴＸ㈱（２７２５） 平成21年３月期　第１四半期決算短信

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）

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日）

24,210 25,954 

36,905 48,514 

200 -                         

12,180 11,273 

976 984 

10,529 10,772 

△324 △311 

84,678 97,188 

6,906 6,937 

41,201                    42,058 

3,414 3,365 

44,616 45,424 

19,420 20,062 

70,943 72,424 

155,622 169,612 

　　仕掛品

　資産合計

　固定資産

　　　のれん

　　　その他

　　　無形固定資産合計

　　投資その他の資産

　　固定資産合計

当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る要約

連結貸借対照表

　　貸倒引当金

　　流動資産合計

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金

　　受取手形及び売掛金

　　有価証券

　　商品

　　その他

　　有形固定資産

　　無形固定資産
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ＩＴＸ㈱（２７２５） 平成21年３月期　第１四半期決算短信

(単位：百万円）

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日）

27,015 36,434 

11,884 14,613 

9,543 4,595 

528 979 

90                        133 

11,685 12,087 

60,747 68,843 

  

496 396 

54,479 59,020 

1,579 1,570 

511 523                       

249 178 

57,316 61,688 

118,063 130,531 

25,443                    25,443 

18,005                    18,005 

△8,172 △6,774 

35,276                    36,674 

54                        △446 

△78 △145 

△135 △135 

△937 △314 

△1,096 △1,041 

3,378                     3,447 

37,558                    39,080 

負債純資産合計 155,622                   169,612 

　少数株主持分

　純資産合計

　　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

　評価・換算差額等

　　株主資本合計

　　その他有価証券評価差額金

　　繰延ヘッジ損益

　株主資本

　　資本金

　　長期借入金

　　退職給付引当金

　　その他

　　固定負債合計

　負債合計

　　その他の引当金

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

　　社債

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金

　　短期借入金

　　資本剰余金

　　利益剰余金

当第１四半期連結会計期間末

　　１年内返済予定の長期借入金

　　未払法人税等

　　引当金

　　その他

　　流動負債合計

　固定負債

純資産の部
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ＩＴＸ㈱（２７２５） 平成21年３月期　第１四半期決算短信

（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）

62,262 

50,394 

11,868 

12,001 

△133 

128 

2 

12 

102 

97 

343 

364 

78 

48 

490 

△281 

0 

71                           

50 

121 

5 

694 

2                            

64                           

766                          

△926 

500 

6                            

506 

△34 

△1,397 

法人税等調整額

　その他

　特別損失合計

税金等調整前四半期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

特別損失

　固定資産除売却損

　投資有価証券評価損

　減損損失

　受取和解金

　その他

　特別利益合計

　営業外費用合計

経常損失（△）

特別利益

　固定資産売却益

　持分法による投資損失

　その他

　その他

　営業外収益合計

営業外費用

　支払利息

　投資有価証券売却益

　為替差益

営業損失（△）

営業外収益

　受取利息

　受取配当金

売上総利益

販売費及び一般管理費

法人税等合計

少数株主損失（△）

四半期純損失（△）

売上高

売上原価
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ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
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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 平成19年３月14日）

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 平成19年３月14

日）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。 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

（４）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。 



ＩＴＸ㈱（２７２５） 平成21年３月期　第１四半期決算短信

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

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）

(単位：百万円）

前第１四半期

（平成20年３月期第１四半期）

金　　額

Ⅰ 74,991 

Ⅱ 62,676 

売 上 総 利 益 12,314 

Ⅲ 11,765 

営 業 利 益 549 

Ⅳ 492 

Ⅴ 563 

経 常 利 益 478 

Ⅵ 436 

Ⅶ 20 

894 

215 

5 

673 

科　　　　目

税 金 費 用

少 数 株 主 利 益

四 半 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益

営 業 外 費 用

特 別 利 益

特 別 損 失

売 上 高

売 上 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 外 収 益
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