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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 1,159 ― △238 ― △252 ― △819 ―

20年3月期第1四半期 717 △43.1 △383 ― △391 ― △239 ―

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 △204.95 ―

20年3月期第1四半期 △59.91 ―

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 7,507 1,598 21.3 399.77
20年3月期 9,901 2,462 24.9 615.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,598百万円 20年3月期  2,462百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 6.00 6.00

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 3,063 21.6 △289 ― △322 ― △790 ― △197.74

通期 9,283 3.3 207 8.8 138 55.0 △519 ― △129.87

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）  有  

（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。  

(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、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。  

(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、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。  

(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．上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
３．当社グループは、通常の営業の形態として連結会計年度末に完成する工事の割合が大きいため、業績には著しい季節変動があります。業績予想につきましても第１
～第２四半期に比べ、第３～第４四半期の割合が多くなります。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 愛知電子（香港）有限公司 ）

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  4,033,780株 20年3月期  4,033,780株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,916株 20年3月期  35,852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  3,997,920株 20年3月期第1四半期  3,998,700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（平成20年４月１日～平成20年６月30日：以下「当四半期」）における我が国経済は、

サブプライムローン問題を背景とする米国の景気後退懸念や、株式、為替市場の変動、原油価格の動向等の影響によ

り減速傾向が続いております。

　ケーブルテレビ業界は、ケーブルインターネットの高速化やプライマリ電話システム（固定電話の番号がそのまま

使え、警察・消防への緊急通話にも対応する高品質な電話サービス)の構築を進めており、これらを支えるインフラ整

備を含め設備投資が徐々に高まりつつあります。

　当社グループの当四半期における状況は、前年度末までの受注案件は順調に完成し、当四半期中の受注も順調であっ

たことから、売上高は前年同期比61.7％増の1,159百万円となりました。また利益面では、利益率の高い機器販売が好

調であったため、営業損失は238百万円(前年同期比144百万円の損失減)、経常損失は252百万円(同139百万円の損失

減)となりましたが、当四半期においては「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、期首在庫に含まれる変

更差額をたな卸資産評価損として833百万円を計上したことや、海外子会社の解散等にともなう貸倒引当金繰入151百

万円が発生したこと等により、四半期純損失は819百万円(同579百万円の損失増)となりました。

　なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に売上計上する割合が大きいため、業績に季

節変動があります。

　　（参考）平成21年３月期第１四半期の連結受注状況　　　　　（％表示は対前年同四半期増減率）

受注金額 受注残高

 

　21年３月期第１四半期

　百万円

2,162

　％

7.5

　百万円

3,097

　％

0.8

　20年３月期第１四半期 2,011 △7.2 3,073 19.6

　（参考）20年３月期 9,298  2,094  

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、7,507百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,393百万円の減少(同

24.2％減)となりました。その主な要因は、売上債権の減少によるものです。

負債総額は、5,909百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,529百万円の減少(同20.6％減)となりました。その主な

要因は、仕入債務の減少及び短期借入金の返済によるものです。

　なお、純資産は1,598百万円となり、自己資本比率は21.3％と当四半期において3.6ポイント減少しております。

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、690百万円と、前連結会計年

度末と比べ52百万円の減少(同7.1％減)となりました。

　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967百万円(前連結会計年度は1,034百万円の支出)となりました。

　　 収入の主な内訳は、貸倒引当金の増加額151百万円、賞与引当金の増加額105百万円、たな卸資産評価損833百

　 　万円、売上債権の減少額2,213百万円及び未成工事受入金の増加額105百万円であり、支出の主な内訳は、税金

　　 等調整前四半期純損失1,240百万円、たな卸資産の増加額460百万円及び仕入債務の減少額742百万円でありま

　　 す。

　 「投資活動によるキャッシュ・フロー」

       投資活動の結果使用した資金は7百万円(同95.9％減)となりました。

　　 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出20百万円であります。

　「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999百万円(前連結会計年度は950百万円の収入)となりました。

　　 収入の主な内訳は、長期借入れによる収入300百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額1,040

 　　百万円、長期借入金の返済による支出235百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年７月25日に公表いたしました業績予想の修正に関するお知ら

せのとおりであります。



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）

　愛知電子（香港）有限公司は、清算手続き中であり、重要性がないため、当第１四半期連結会計期間より連結

子会社から除外しております。

（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

　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方法によっております。

（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の変更

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。

これにより、営業損失及び経常損失は18百万円、税金等調整前四半期純損失は852百万円増加しております。

③「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。　

④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。　　

（追加情報）

　　　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を10年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より８

年に変更しました。

　この変更は、平成20年度法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、改正後の法人税法

に基づく耐用年数を採用したことによるものであります。

これによる損益に与える影響は軽微であります。



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 690 742

受取手形及び売掛金 819 1,662

完成工事未収入金 460 1,857

商品及び製品 588 985

仕掛品 60 88

未成工事支出金 543 171

原材料及び貯蔵品 336 662

その他 484 151

貸倒引当金 △0 △15

流動資産合計 3,983 6,306

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,554 1,554

その他 2,780 2,807

減価償却累計額 △2,182 △2,185

有形固定資産合計 2,152 2,175

無形固定資産 60 65

投資その他の資産   

その他 1,527 1,438

貸倒引当金 △223 △53

投資損失引当金 － △39

投資その他の資産合計 1,304 1,345

固定資産合計 3,517 3,587

繰延資産 6 7

資産合計 7,507 9,901

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,054 1,541

工事未払金 207 471

短期借入金 1,170 2,210

1年内返済予定の長期借入金 764 764

未払法人税等 11 14

賞与引当金 207 102

その他 263 173

流動負債合計 3,680 5,276

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 646 582

退職給付引当金 1,064 1,062

役員退職慰労引当金 17 17

固定負債合計 2,228 2,161

負債合計 5,909 7,438



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 411 411

資本剰余金 386 386

利益剰余金 752 1,595

自己株式 △10 △10

株主資本合計 1,539 2,383

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 2

為替換算調整勘定 54 77

評価・換算差額等合計 58 79

純資産合計 1,598 2,462

負債純資産合計 7,507 9,901



（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 1,159

売上原価 825

売上総利益 334

販売費及び一般管理費                                                  572

営業損失（△） △238

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

その他 2

営業外収益合計 5

営業外費用  

支払利息 16

その他 2

営業外費用合計 19

経常損失（△） △252

特別利益  

投資損失引当金戻入額 39

特別利益合計 39

特別損失  

貸倒引当金繰入額 151

固定資産売却損 0

固定資産除却損 0

出資金評価損 42

たな卸資産評価損 833

特別損失合計 1,027

税金等調整前四半期純損失（△） △1,240

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 △431

法人税等合計 △420

四半期純損失（△） △819



（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損失（△） △1,240

減価償却費 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 151

投資損失引当金の増減額（△は減少） △39

賞与引当金の増減額（△は減少） 105

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 16

為替差損益（△は益） △0

たな卸資産評価損 833

固定資産売却損益（△は益） 0

固定資産除却損 0

出資金評価損 42

売上債権の増減額（△は増加） 2,213

たな卸資産の増減額（△は増加） △460

仕入債務の増減額（△は減少） △742

未成工事受入金の増減額（△は減少） 105

その他 △32

小計 988

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △13

法人税等の支払額 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー 967

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 △20

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △1

投資有価証券の取得による支出 △2

その他 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △7

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） △1,040

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △235

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △999

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52

現金及び現金同等物の期首残高 742

現金及び現金同等物の四半期末残高                                      690



　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）

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イン

テグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示

を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（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

（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～平成19年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 717

Ⅱ　売上原価 551

売上総利益 165

Ⅲ　販売費及び一般管理費 548

１　給与手当 198

２　賞与引当金繰入額 41

３　退職給付費用 18

４　研究開発費 54

５　減価償却費 11

６　支払賃借料 29

７　その他 194

営業損失 △383

Ⅳ　営業外収益 7

１　受取利息 0

２　受取配当金 3

３　受取賃貸料 0

４　紹介手数料 0

５　受取出向料 0

６　その他 3

Ⅴ　営業外費用 16

１　支払利息 15

２　為替差損 0

３　その他 0

　　経常損失 △391

Ⅵ　特別利益 3

１　貸倒引当金戻入益 3

２　固定資産売却益 0

Ⅶ　特別損失 0

１　固定資産除却損 0

税金等調整前四半期純損
失

△388

税金費用 △149

四半期純損失 △239



（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～平成19年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損失 △388

 ２　減価償却費 36

 ３　貸倒引当金の増減額（△：減少） △3

 ４　賞与引当金の増減額（△：減少） 73

 ５　退職給付引当金の増減額（△：減少） 18

 ６　受取利息及び受取配当金 △3

 ７　支払利息 15

 ８　固定資産売却益 △0

９　固定資産除却損 0

10　売上債権の増減額（△：増加） 1,944

11　たな卸資産の増減額（△：増加） △484

12　仕入債務の増減額（△：減少） △1,761

13　未成工事受入金の増減額（△：減少） 328

14　その他 △8

小計 △232

15　利息及び配当金の受取額 3

16　利息の支払額 △15

17　法人税等の支払額 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー △255

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１　有形固定資産の取得による支出 △21

２　有形固定資産の売却による収入 0

３　無形固定資産の取得による支出 △4

４　関係会社短期貸付金の純増減額（△：増
加） 

△9

５　その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △41

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１　短期借入金の純増減額（△：減少） 75

２　長期借入れによる収入 200

３　長期借入金の返済による支出 △207

４　配当金の支払額 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 43

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△：減少） △253

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 996

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 743



（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20年６月30日）

　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化をはかることを目的としたケーブルシステム・イン

テグレーション事業を主な事業として営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示

を省略しております。

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20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、記載を省略しております。

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20年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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