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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 3,321 ― 34 ― 45 ― 18 ―

20年3月期第1四半期 3,324 △3.4 132 △30.5 161 △27.5 80 △31.0

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 3.05 ―

20年3月期第1四半期 13.45 ―

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 10,763 8,680 80.6 1,448.05

20年3月期 11,599 8,770 75.6 1,463.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,680百万円 20年3月期  8,770百万円

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 ― 16.00 ― 22.00 38.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 16.00 ― 22.00 38.00

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 7,200 ― 440 ― 480 ― 250 ― 41.71
通期 15,500 2.2 1,350 2.3 1,400 1.8 770 1.4 128.45

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  無  

（注） 詳細は、２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、２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．上記の予想は当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。 
    実際の業績は、様々な要因により、これら業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
  ２．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 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  6,000,000株 20年3月期  6,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,680株 20年3月期  5,660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  5,994,327株 20年3月期第1四半期  5,994,647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 

   当社グループにおける当第１四半期は、ＯＡ機器部門では、付加価値の高いネットワークおよびセキュリティ

関連事業の営業体制の強化が奏功し、ネットワーク関連ビジネス等が増加したものの、従来からのＯＡ機器関連

の保守サービスが市場競争激化により減少したことにより、売上高は伸び悩みました。 

 一方、情報設備部門では、ＡＦＣが地下鉄副都心線開通に伴い駅務機器の保守サービスが増加したことにより

増収となり、さらに、駐車場機器等も機器販売や保守サービスの増加により増収となるなど、順調に推移いたし

ました。  

 この結果、当第１四半期の当社グループの連結業績は、売上高3,321百万円（前年同期比0.1％減）、経常利益

45百万円（前年同期比71.7％減）、四半期純利益は18百万円（前年同期比77.4％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当第1四半期末の資産合計は、売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ836百万円減少し、10,763百万

円となりました。 

  負債合計は、買掛金、賞与引当金等の減少により、前連結会計年度末に比べ745百万円減少し、2,083百万円と

なりました。 

  純資産合計は、四半期純利益18百万円を計上しましたが、期末配当金の支払等により、前連結会計年度末に比

べ90百万円減少し、8,680百万円となりました。  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、預け金の減少等に

より前連結会計年度末に比べ1,459百万円増加し、3,386百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期における営業活動の結果得られた資金は、320百万円となりました。 

これは主に、売上債権の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期における投資活動の結果得られた資金は、1,256百万円となりました。 

これは主に、預け金の減少によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期における財務活動の結果使用した資金は、117百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払によるものであります。 

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、平成20年5月13日発表の業績予想値に変更はありません。 

 米国の景気後退や原油高騰に伴う原材料価格の上昇懸念など景気の先行きに不透明感が増す中、厳しい経営環

境が続くものと予想されます。当社グループにおきましては、引続き営業力の強化および経営の効率化を図るこ

とにより、業績の向上に努めてまいります。 

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）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．簡便な会計処理 

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 たな卸資産の評価方法 

       当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定するによっております。    

     ③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況が著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用す

る方法によっております。 



    ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   税金費用の計算 

 当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する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は法人税等

に含めて表示しております。 

（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． たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 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、評価基準を原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。 

 これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ20百万円減少

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：千円）

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 2,387,156 1,927,425

受取手形及び売掛金 2,670,505 3,828,081

有価証券 999,711 －

商品 22,958 11,150

貯蔵品 586,252 557,773

預け金 1,000,000 2,300,000

繰延税金資産 405,526 405,526

その他 161,237 128,265

貸倒引当金 △2,161 △2,587

流動資産合計 8,231,186 9,155,635

固定資産   

有形固定資産 889,820 897,960

無形固定資産 307,241 305,357

投資その他の資産   

投資有価証券 422,923 383,859

その他 916,635 860,665

貸倒引当金 △4,193 △3,859

投資その他の資産合計 1,335,365 1,240,665

固定資産合計 2,532,427 2,443,984

資産合計 10,763,614 11,599,619

負債の部   

流動負債   

買掛金 418,680 741,981

未払法人税等 36,241 316,624

前受金 372,385 330,155

賞与引当金 357,090 743,387

役員賞与引当金 4,500 18,000

その他 671,991 443,944

流動負債合計 1,860,888 2,594,093

固定負債   

退職給付引当金 12,742 12,190

繰延税金負債 182,704 166,805

その他 27,222 56,002

固定負債合計 222,669 234,997

負債合計 2,083,557 2,829,090



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 833,200 833,200

資本剰余金 727,800 727,800

利益剰余金 7,077,507 7,191,123

自己株式 △6,343 △6,322

株主資本合計 8,632,163 8,745,800

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,893 24,727

評価・換算差額等合計 47,893 24,727

純資産合計 8,680,057 8,770,528

負債純資産合計 10,763,614 11,599,619



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,321,708

売上原価 3,014,453

売上総利益 307,255

販売費及び一般管理費 273,138

営業利益 34,117

営業外収益  

受取利息 5,793

受取配当金 3,911

不動産賃貸料 538

その他 1,962

営業外収益合計 12,205

営業外費用  

不動産賃貸費用 499

その他 1

営業外費用合計 501

経常利益 45,821

特別利益  

貸倒引当金戻入額 91

特別利益合計 91

特別損失  

固定資産除却損 532

特別損失合計 532

税金等調整前四半期純利益 45,381

法人税等 27,121

四半期純利益 18,260



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 45,381

減価償却費 47,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91

賞与引当金の増減額（△は減少） △386,297

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 552

前払年金費用の増減額（△は増加） △50,292

受取利息及び受取配当金 △9,705

売上債権の増減額（△は増加） 1,199,472

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,287

仕入債務の増減額（△は減少） △322,943

その他 138,263

小計 607,744

利息及び配当金の受取額 9,705

法人税等の支払額 △297,051

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,399

投資活動によるキャッシュ・フロー  

預け金の増減額(△は増加) 1,300,000

有形固定資産の取得による支出 △31,600

無形固定資産の取得による支出 △4,949

その他 △7,284

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,256,165

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △21

配当金の支払額 △117,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,459,442

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,386,867



 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。 

（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１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当社グループはＯＡ機器、ＡＦＣ、駐車場機器、交通システム等の電気・電子機器の保守サービスならびに附

帯事業の単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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

当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

ｃ．海外売上高 

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

当社グループは海外売上高がないため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 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,324,532 

Ⅱ 売上原価 2,937,500 

売上総利益 387,031 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 254,975 

営業利益 132,056 

Ⅳ 営業外収益 32,662 

Ⅴ 営業外費用 2,763 

経常利益 161,955 

Ⅵ 特別利益 494 

Ⅶ 特別損失 342 

税金等調整前四半期純利益 162,107 

税金費用 81,497 

四半期純利益 80,610 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 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 162,107 

 減価償却費 29,778 

 賞与引当金の増減（△）額 △390,667 

 役員賞与引当金の増減（△）額  △16,500 

 退職給付引当金の増減（△）額 733 

 前払年金費用の増（△）減額   △61,998 

 売上債権の増（△）減額  2,151,592 

 たな卸資産の増（△）減額  △11,240 

 仕入債務の増減（△）額  △403,594 

 その他 84,537 

     小計 1,544,747 

 法人税等の支払額 △416,707 

 その他 7,292 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,135,331 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 預け金の純増（△）減額  1,200,000 

 有形固定資産の取得による支出  △51,043 

 無形固定資産の取得による支出  △307 

 その他  △1,270 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,147,379 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出  △440 

 配当金の支払額  △125,979 

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,419 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 2,156,291 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,228,137 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,384,429 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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

当社グループはＯＡ機器、ＡＦＣ、駐車場機器、交通システム等の電気・電子機器の保守サービスならびに附

帯事業の単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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

当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

ｃ．海外売上高 

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

当社グループは海外売上高がないため該当事項はありません。 



 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当社グループは生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

(2）契約状況 

                                                                            (前年同期比％表示は増減率）

 （注） 契約高及び契約残高には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

  (前年同期比％表示は増減率）

 （注） 販売高には、消費税等は含まれておりません。 

単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 契約高 
前年同期比 
（％） 

契約残高 
前年同期比 
（％） 

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 1,934,155 8.4 1,249,928 95.5 

情報設備部門 

ＡＦＣ 843,507 6.9 57,458 8.3 

駐車場機器 638,579 8.1 293,200 7.4 

交通システム  658,022 8.0 463,074 10.9 

その他 280,161 △22.5 36,097 △40.2 

小計 2,420,270 2.9 849,830 5.7 

合計 4,354,426 5.3 2,099,759 45.5 

単位：千円（未満切捨て）

事業部門 区分 販売高 前年同期比（％）  

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器 1,633,531 △1.7 

情報設備部門 

ＡＦＣ 787,327 6.8 

駐車場機器 457,159 6.9 

交通システム  195,287 1.4 

その他 248,403 △18.7 

小計 1,688,177 1.5 

合計 3,321,708 △0.1 
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