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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 866 ― △175 ― △165 ― △158 ―

20年3月期第1四半期 1,011 △3.2 △48 ― △36 ― 7 ―

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 △18.67 ―

20年3月期第1四半期 0.93 ―

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 5,137 2,658 51.8 312.98
20年3月期 5,585 2,787 49.9 328.07

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,658百万円 20年3月期  2,787百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 2,530 4.5 △106 ― △98 ― △94 ― △11.15

通期 5,464 5.0 39 210.1 51 57.0 47 △26.3 5.62

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  8,744,091株 20年3月期  8,744,091株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  249,045株 20年3月期  247,673株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  8,495,585株 20年3月期第1四半期  8,607,173株

※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26日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間及び通期とも本資料において修正しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があり
ます。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

－ １ －



神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

【定性的情報・財務諸表等】

1. 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の経済は、企業収益が弱含みとなり、設備投資が横ばいで推移する等景気の

減速傾向が強まるなか推移いたしました。
　このような経営環境のもと、ＩＣＴ改革の進む情報通信革命のなか、当社は永年にわたる情報・通信の事
業実績で培った豊富な経験と確かな技術力をもって、ブロードバンド化とＩＰ化が一段と拡大浸透している
ユビキタスネットワーク情報社会に対して、市場ニーズに適合したソリューションビジネスを引き続き展開
してまいりました。
　この結果、当第１四半期における売上高は８億66百万円となりました。事業部門別には、建設事業部門で
は、大手・中堅企業のＩＰネットワーク関連設備工事等が計画を下回って推移したことにより、売上高は６
億39百万円となり、情報システム事業部門では、独立行政法人を中心とした公会計システムや社会福祉シス
テム等が計画を下回って推移したため、売上高は２億14百万円となりました。また、不動産賃貸事業部門の
売上高は12百万円と計画どおりに推移いたしました。
　利益面では、売上高が計画を下回って推移しており、営業損失は１億75百万円、経常損失は１億65百万円
となりました。四半期純損失につきましては、適格退職年金制度を確定拠出年金制度に移行したことによる
確定拠出年金移行益13百万円を特別利益に計上したこと等により、１億58百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
(1)財政状態の変動状況

当第１四半期末の総資産は51億37百万円となり、前事業年度末に比べ４億47百万円減少いたしました。
これは主として、現金預金が２億82百万円、投資有価証券が77百万円増加し、受取手形・完成工事未収入
金等が８億２百万円減少したこと等によります。
　負債につきましては、支払手形・工事未払金等が４億73百万円と賞与引当金が79百万円減少し、未成工
事受入金が２億13百万円増加したこと等により前事業年度末に比べ３億18百万円減少いたしました。
　純資産につきましては、利益剰余金が１億84百万円減少し、その他有価証券評価差額金が55百万円増加
したこと等により、前事業年度末比１億28百万円の減少となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、３億１百万円の増加となりました。これは、税引前四半期純損

失１億54百万円、売上債権10億27百万円、仕入債務４億75百万円の減少と賞与引当金の減少79百万円等に
よります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出１百万円等により２百万円の減
少となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い19百万円があったこと等により21百万円の減少
となりました。
　この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は12億16百万円となり、前事業年度末と比べ２
億76百万円の増加となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報
第１四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月26日付当社「平

成20年３月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業
績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期（非連
結）業績予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他
(1)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

(2)四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)
を当第１四半期会計期間より適用し、評価基準については、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。
なお、これに伴う損益に与える影響はありません。

(3)追加情報
①当社は、平成20年４月１日付で適格退職年金制度を廃止し、退職一時金制度の一部について確定拠出年
金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用し
ております。
本移行に伴う損益への影響額は、特別利益として13,569千円計上しております。

②当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、総会終結の時をもって、取締役及び監査役に
対する役員退職慰労金制度を廃止するとともに、同退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。こ
れに伴い、当該役員退職慰労引当金の残高は全額取崩し、固定負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円）

　

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　 現金預金 1,521,716 1,239,451

　 受取手形・完成工事未収入金等 644,633 1,447,352

　 未成工事支出金 162,968 156,566

　 仕掛品 45,319 38,124

　 材料貯蔵品 1,263 1,995

　 その他 34,937 42,154

　 貸倒引当金 △1,054 △2,493

　 流動資産合計 2,409,783 2,923,150

　固定資産

　 有形固定資産

　 建物 559,058 568,121

　 土地 1,520,934 1,520,934

　 その他 27,323 27,042

　 有形固定資産合計 2,107,317 2,116,098

　 無形固定資産 9,971 10,033

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 545,013 467,782

　 その他 82,713 82,389

　 貸倒引当金 △17,342 △14,449

　 投資その他の資産合計 610,384 535,723

　 固定資産合計 2,727,673 2,661,855

　資産合計 5,137,456 5,585,005
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

(単位：千円）

　

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

　流動負債

　 支払手形・工事未払金等 675,458 1,149,409

　 短期借入金 273,000 275,000

　 未払法人税等 5,854 20,031

　 未払消費税等 16,963 47,148

　 賞与引当金 39,000 118,000

　 受注工事損失引当金 3,420 ─

　 その他 488,649 222,706

　 流動負債合計 1,502,345 1,832,296

　固定負債

　 退職給付引当金 818,637 830,078

　 役員退職慰労引当金 ─ 54,092

　 その他 157,727 81,155

　 固定負債合計 976,365 965,325

　負債合計 2,478,710 2,797,621

純資産の部

　株主資本

　 資本金 1,310,825 1,310,825

　 資本剰余金 1,087,366 1,087,366

　 利益剰余金 182,174 366,255

　 自己株式 △67,407 △67,186

　 株主資本合計 2,512,958 2,697,261

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 145,786 90,122

　 評価・換算差額等合計 145,786 90,122

　純資産合計 2,658,745 2,787,383

負債純資産合計 5,137,456 5,585,005
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

(2) 四半期損益計算書
　 (第１四半期累計期間)

(単位：千円）

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

売上高 866,593

売上原価 681,620

売上総利益 184,972

販売費及び一般管理費 360,513

営業損失（△） △175,540

営業外収益

　受取配当金 6,848

　その他 4,809

営業外収益合計 11,657

営業外費用

　支払利息 1,894

　その他 91

営業外費用合計 1,986

経常損失（△） △165,869

特別利益

　確定拠出年金移行益 13,569

特別利益合計 13,569

特別損失

　貸倒引当金繰入額 2,693

特別損失合計 2,693

税引前四半期純損失（△） △154,992

法人税、住民税及び事業税 3,600

法人税等調整額 ─

法人税等合計 3,600

四半期純損失（△） △158,592
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円）

当第１四半期累計期間
(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

　税引前四半期純損失 △154,992

　減価償却費 11,680

　貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,453

　賞与引当金の増減額(△は減少) △79,000

　役員賞与引当金の増減額(△は減少) △8,720

　退職給付引当金の増減額(△は減少) △11,440

　受注工事損失引当金の増減額(△は減少) 3,420

　受取利息及び受取配当金 △7,803

　支払利息 1,894

　売上債権の増減額(△は増加) 1,027,122

　たな卸資産の増減額(△は増加) △12,865

　仕入債務の増減額(△は減少) △475,245

　未払消費税等の増減額(△は減少) △30,185

　その他 37,544

　小計 302,863

　利息及び配当金の受取額 7,922

　利息の支払額 △1,795

　法人税等の支払額 △7,984

　営業活動によるキャッシュ・フロー 301,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の預入による支出 △234,000

　定期預金の払戻による収入 234,000

　有形固定資産の取得による支出 △1,500

　その他 △1,430

　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,930

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) △2,000

　配当金の支払額 △19,564

　自己株式の取得による支出 △220

　財務活動によるキャッシュ・フロー △21,784

現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 276,290

現金及び現金同等物の期首残高 939,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,216,106
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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) 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。
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等

　(１)（要約）四半期損益計算書

科 目

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

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,011,647

Ⅱ 売上原価 767,505

　 売上総利益 244,141

Ⅲ 販売費及び一般管理費 292,421

　 営業損失 △ 48,279

Ⅳ 営業外収益 14,013

Ⅴ 営業外費用 2,053

　 経常損失 △ 36,319

Ⅵ 特別利益 48,000

　 税引前四半期純利益 11,680

　 法人税、住民税及び事業税 3,700

　 四半期純利益 7,980
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

　(２)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

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

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税引前四半期純利益 11,680

　 減価償却費 11,870

　 貸倒引当金の増減額(△は減少) △5,697

　 賞与引当金の増減額(△は減少) △86,000

　 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) △2,003

　 退職給付引当金の増減額(△は減少) 15,009

　 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,161

　 受取利息及び受取配当金 △8,253

　 支払利息 1,850

　 子会社株式譲渡益 △48,000

　 売上債権の増減額(△は増加) 463,779

　 たな卸資産の増減額(△は増加) △40,138

　 仕入債務の増減額(△は減少) 3,463

　 未払消費税等の増減額(△は減少) △29,670

　 その他 △23,610

　 小計 266,440

　 利息及び配当金の受取額 8,253

　 利息の支払額 △1,850

　 法人税等の支払額 △13,654

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 259,189

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の預入による支出 △231,300

　 定期預金の払戻による収入 231,000

　 子会社株式譲渡による収入 78,000

　 その他 △8

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 77,691

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(△は減少) △2,000

　 配当金の支払額 △43,041

　 自己株式の取得による支出 △258

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △45,300

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 291,580

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,097,741

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,389,321
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神田通信機㈱(1992) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

6. その他

　部門別売上高及び受注の状況

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)
増 減

前事業年度

(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

区 分 金額(千円)
構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円) 率(％) 金額(千円)

構成比

(％)

受

注

高

建設事業部門 937,603 76.1 688,602 73.6 △ 249,001 △ 26.6 4,044,095 77.5

情報システム

事業部門
281,605 22.9 234,355 25.0 △ 47,249 △ 16.8 1,120,138 21.5

不動産賃貸

事業部門
12,982 1.0 12,661 1.4 △ 320 △ 2.5 51,490 1.0

合 計 1,232,190 100.0 935,619 100.0 △ 296,571 △ 24.1 5,215,723 100.0

売

上

高

建設事業部門 703,731 69.6 639,602 73.8 △ 64,128 △ 9.1 3,973,335 76.3

情報システム

事業部門
294,934 29.1 214,329 24.7 △ 80,604 △ 27.3 1,180,222 22.7

不動産賃貸

事業部門
12,982 1.3 12,661 1.5 △ 320 △ 2.5 51,490 1.0

合 計 1,011,647 100.0 866,593 100.0 △ 145,054 △ 14.3 5,205,048 100.0

受

注

残

高

建設事業部門 1,011,446 81.7 897,333 81.8 △ 114,112 △ 11.3 848,333 82.5

情報システム

事業部門
226,561 18.3 199,832 18.2 △ 26,729 △ 11.8 179,805 17.5

不動産賃貸

事業部門
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 計 1,238,007 100.0 1,097,166 100.0 △ 140,841 △ 11.4 1,028,139 100.0

(注)金額には消費税等は含まれておりません。
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