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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 2,666 ― △136 ― △140 ― △80 ―

20年3月期第1四半期 3,431 17.7 △147 ― △148 ― △88 ―

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 △23.09 ―

20年3月期第1四半期 △25.24 ―

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 7,172 4,133 57.6 1,181.18
20年3月期 9,583 4,305 44.9 1,230.34

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,133百万円 20年3月期  4,305百万円

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 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 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 7,500 ― 60 ― 50 ― 20 ― 5.72
通期 17,300 3.7 520 △15.0 500 △16.5 245 21.2 70.01

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．平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
 ２．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、当社が現在入手している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異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページから４ 
   ページ「定性的情報・財務諸表等」をご覧ください。 
 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。  

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  3,500,000株 20年3月期  3,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  652株 20年3月期  652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  3,499,348株 20年3月期第1四半期  3,499,348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１四半期連結会計期間の経営成績）

　当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国景気の後退や株式・為替市場変動、原油価格動向等を背景

に企業収益は減少し、設備投資は概ね横ばい、個人消費は低迷し、景気の先行きは減速感が強まっております。

　当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業におきましては、携帯電話の契約数は１億３百万件を超え、

市場が飽和状態になっていることに加え、電気通信事業者が導入した契約期間の長い新販売方式により買替え需要が

落ち込み、国内出荷台数は前年同期に比べ減少しました。また、パソコン関連市場では、国内出荷台数は前年同期に

比べ増加しましたが、同出荷額はほぼ横ばいとなりました。情報通信システム事業におきましては、公共事業は引き

続き低迷しておりますが、「国民の安全・安心の確保」等の重点課題となる分野への投資は引き続き増加しておりま

す。

　このような状況の下、当社グループでは、情報通信端末事業は携帯電話修理受付台数減少や携帯電話販売台数減少

等により前年同期に比べ減益となりましたが、情報通信システム事業が前年同期に比べ好調であり、情報通信端末事

業の減益を吸収しました。また、改善活動等を通じた生産性の向上、原価低減、経費削減を徹底し、収益改善に努め

ました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高26億66百万円、営業損失１億36百万円、経常損失１億

40百万円、四半期純損失80百万円となりました。

（セグメント別の状況）

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

【情報通信端末事業】

　情報通信端末事業におきましては、携帯電話販売事業では電気通信事業者の販売施策等の影響を受け、販売台数が

伸び悩みました。携帯電話修理再生事業では三菱電機株式会社の携帯電話端末事業撤退を受け、修理受付台数が著し

く減少しました。また、パソコン販売事業では個人消費の低迷により前年同期に比べ減収となりました。

　これらの結果、情報通信端末事業での売上高は19億84百万円、営業損失は８百万円となりました。

【情報通信システム事業】

　情報通信システム事業におきましては、官公庁向け事業では、河川遠隔監視システムや水防演習における映像配信

サービス、民間向け事業では業務用車輌動態管理システムや防犯カメラ・監視カメラ設置等、24時間365日体制でお客

様の各種情報通信機器を遠隔監視するカスタマーサービスセンターの機能を活用した各種システムの拡販に努めまし

た。また、京都・阪神競馬場における映像配信運営事業は引き続き順調に推移いたしました。

　これらの結果、情報通信システム事業での売上高は６億81百万円、営業損失は１億27百万円となりました。

　なお、情報通信システム事業における官公庁向けの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事

の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。



２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

　　　（資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末の総資産は71億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億10百万円減少しまし

　　た。これは、受取手形及び売掛金27億66百万円の減少、棚卸資産（商品・原材料・仕掛品）４億12百万円の増加な

　　どがあったことによるものです。

　　　（負債）

　　　当第１四半期連結会計期間末の負債は30億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億38百万円減少しました。

　　これは、買掛金14億９百万円の減少などがあったことによるものです。

　　　（純資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末の純資産は41億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億72百万円減少しまし

　　た。これは、利益剰余金１億85百万円の減少などによるものであります。 

　　（２）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期連結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、前連結会計年度末に比べ41百

　　万円減少し、６億57百万円となりました。

　　　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　　　営業活動の結果、得られた資金は５億69百万円となりました。これは主に仕入債務の減少による14億９百万円、棚

　　卸資産の増加による４億12百万円等を計上しましたが、売上債権の減少による27億66百万円等がこれを上回ったこ

　　と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）

　　　投資活動の結果、得られた資金は４百万円となりました。これは主に定期預金の預入による15百万円の支出及び有

　　形固定資産・無形固定資産の取得による７百万円の支出があったのに対し、定期預金の払戻による収入25百万円等が

　　これを上回ったこと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）

　財務活動の結果、使用した資金は６億14百万円となりました。これは主に短期借入金・長期借入金の返済による５

億４百万円の支出及び配当金の支払による１億４百万円の支出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

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございま

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

　　　　（簡便な会計処理）

　　棚卸資産の評価方法

　　四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、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しております。

　　棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

　げを行う方法によっております。

　　　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　　原価差異の繰延処理

　　季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるもの

　については、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

（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棚卸資産については、従来、主として総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、主として総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。

　　　　　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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」（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））を当第１四半期連

　　　　　結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理に変更しております。

　　　　　　なお、リース取引開始日が適用初年度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

　　　　　借取引にかかる方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　　　　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。



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 709,566 761,016 

受取手形及び売掛金 1,768,662 4,534,884 

商品 757,039 675,217 

原材料 46,203 36,681 

仕掛品 418,030 96,470 

繰延税金資産 308,470 254,020 

その他 133,568 130,652 

貸倒引当金 △79 △227 

流動資産合計 4,141,462 6,488,716 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,571,240 1,569,736 

減価償却累計額 △669,282 △650,647 

減損損失累計額 △30,076 △30,076 

建物及び構築物（純額） 871,881 889,012 

機械装置及び運搬具 958,690 958,690 

減価償却累計額 △514,083 △464,874 

減損損失累計額 △1,085 △1,085 

機械装置及び運搬具（純額） 443,521 492,730 

工具、器具及び備品 441,847 440,881 

減価償却累計額 △290,965 △286,260 

減損損失累計額 △1,245 △1,245 

工具、器具及び備品（純額） 149,636 153,375 

土地 751,403 751,403 

有形固定資産合計 2,216,442 2,286,522 

無形固定資産   

のれん 17,857 19,047 

その他 127,404 131,854 

無形固定資産合計 145,261 150,902 

投資その他の資産   

投資有価証券 146,697 123,541 

前払年金費用 41,862 39,542 

繰延税金資産 75,536 84,958 

その他 466,272 469,879 

貸倒引当金 △60,578 △60,578 

投資その他の資産合計 669,790 657,344 

固定資産合計 3,031,494 3,094,768 

資産合計 7,172,957 9,583,484 



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,273,343 2,682,689 

短期借入金 － 418,000 

1年内返済予定の長期借入金 366,510 381,720 

1年内支払予定のリース債務 18,813 17,997 

未払法人税等 5,717 236,245 

賞与引当金 98,280 326,600 

短期解約損失引当金 7,397 7,427 

その他 712,176 580,925 

流動負債合計 2,482,237 4,651,605 

固定負債   

長期借入金 335,500 407,200 

リース債務 39,031 41,830 

役員退職慰労引当金 180,587 175,005 

その他 2,256 2,456 

固定負債合計 557,375 626,492 

負債合計 3,039,613 5,278,097 

純資産の部   

株主資本   

資本金 523,018 523,018 

資本剰余金 498,705 498,705 

利益剰余金 3,071,487 3,257,263 

自己株式 △468 △468 

株主資本合計 4,092,742 4,278,518 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,601 26,868 

評価・換算差額等合計 40,601 26,868 

純資産合計 4,133,343 4,305,387 

負債純資産合計 7,172,957 9,583,484 



（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 2,666,072 

売上原価 2,117,015 

売上総利益 549,056 

販売費及び一般管理費 685,253 

営業利益 △136,196 

営業外収益  

受取利息 89 

受取配当金 916 

販売表彰金収入 1,108 

その他 717 

営業外収益合計 2,831 

営業外費用  

支払利息 4,513 

支払手数料 1,187 

その他 1,785 

営業外費用合計 7,486 

経常利益 △140,851 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 147 

前期損益修正益 3,633 

特別利益合計 3,781 

特別損失  

固定資産除却損 349 

その他 160 

特別損失合計 510 

税金等調整前四半期純利益 △137,580 

法人税、住民税及び事業税 △2,334 

法人税等調整額 △54,450 

法人税等合計 △56,784 

四半期純利益 △80,796 



（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 △137,580 

減価償却費 84,382 

賞与引当金の増減額（△は減少） △228,319 

受取利息及び受取配当金 △1,005 

支払利息 4,513 

固定資産除売却損益（△は益） 349 

売上債権の増減額（△は増加） 2,766,222 

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,904 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,409,346 

その他 134,132 

小計 800,442 

利息及び配当金の受取額 1,008 

利息の支払額 △4,419 

法人税等の支払額 △227,994 

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,036 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 25,000 

定期預金の預入による支出 △15,000 

有形固定資産の取得による支出 △3,569 

無形固定資産の取得による支出 △3,516 

その他 1,192 

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,107 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △418,000 

長期借入金の返済による支出 △86,910 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,703 

配当金の支払額 △104,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー △614,593 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,449 

現金及び現金同等物の期首残高 698,495 

現金及び現金同等物の四半期末残高 657,045 



　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１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

情報通信
端末事業
（千円）

情報通信
システム事業
（千円）

計
 

（千円）

消去又は全社
 

（千円）

連結
 

（千円）

売上高 1,984,601 681,470 2,666,072 － 2,666,072

営業利益 △8,919 △127,277 △136,196 － △136,196

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主要な事業の内容

事業区分 事業内容

情報通信端末事業

携帯電話販売

携帯電話検査、修理、再生

パーソナルコンピュータ及び関連商品の販売並びに修理・再生 

情報通信システム事業　

通信機器システム及び映像機器システムの販売

通信機器システム及び映像機器システムのシステムインテグレーション、

据付、保守、修理、運用等の技術サービス

映像システムの運用による放映及び放送番組の制作 

　　　　　　　（注）情報通信端末事業の主要な事業内容であった携帯電話品質評価支援業務については、平成20年３

　　　　　　　　　　月の三菱電機株式会社の携帯電話端末事業撤退を受け、同４月から撤退しました。

　　　　３．会計処理の方法の変更

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　　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）を適用しております。なお、この変更による当第１四半期連結会計期間のセグメント情報に与え

　　　　　　る影響はありません。

　　　　　（リース取引に関する会計基準）

　　　　　　当第１四半期連結会計期間より「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））を早期適用しております。なお、この変更による当第１四半期連結会計期間のセグ

　　　　　　メント情報に与える影響はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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

　　　　　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 3,431,767

Ⅱ　売上原価 2,830,615

売上総利益 601,151

Ⅲ　販売費及び一般管理費 748,633

営業利益 △147,481

Ⅳ　営業外損益 △1,495

経常利益 △148,977

Ⅴ　特別損益　 773

税金等調整前四半期純利益 △148,204

税金費用 △59,879

四半期純利益 △88,325



（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純利益（△は損失） △148,204

減価償却費　 46,003

売上債権の増加額（△は増加）　 2,530,617

たな卸資産の増減額（△は増加）　 △100,033

仕入債務の増減額（△は減少） △1,329,548

その他 △31,424

小計 967,409

法人税等の支払額 △207,643

その他　 288

営業活動によるキャッシュ・フロー 760,053

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 △9,100

無形固定資産の取得による支出　 △87,749

その他 370,637

投資活動によるキャッシュ・フロー 273,787

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 △397,000

長期借入金の純増減額　 △49,410

配当金の支払額　 △87,483

財務活動によるキャッシュ・フロー △533,893

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 499,947

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 497,874

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高　 997,821

（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

情報通信
端末事業
（千円）

情報通信
システム事業
（千円）

計
 

（千円）

消去又は全社
 

（千円）

連結
 

（千円）

売上高 2,837,791 594,737 3,432,528 (760) 3,431,767

ｂ．所在地別セグメント情報

該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

該当事項はありません。
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