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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,933 ― 366 ― 406 ― 209 ―

20年3月期第2四半期 7,032 △3.7 502 △20.1 541 △18.9 280 △21.2

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2四半期 34.91 ―

20年3月期第2四半期 46.85 ―

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2四半期 11,075 8,845 79.9 1,475.78
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2四半期  8,845百万円 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 ― 16.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 15,500 2.2 1,350 2.3 1,400 1.8 770 1.4 128.46

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、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． 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2四半期 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2四半期 6,340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2四半期 5,994,157株 20年3月期第2四半期 5,994,554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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰、サブプライムローン問題に端を

発する世界的な金融市場の混乱などを背景に、企業業績の先行きに陰りが見えるなど、景気の減速傾向が強まり

ました。 

  このような情勢のもとに、当社グループといたしましては、営業体制の整備により販路拡大を図るとともに、

成長が見込まれるセキュリティ関連およびネットワーク関連市場に向けた営業活動を強化してまいりました。 

 また、駐車場機器関連市場におきましても、保守サービスに加え、保守サービス需要を創出すべく駐車場機器

の販売にも積極的に取り組んでまいりました。 

  しかしながら、保守サービス料の低下傾向に改善がみられず、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は

6,933百万円と前年同期比99百万円（1.4％）の減収となり、連結経常利益は406百万円と前年同期比135百万円

(25.1％)の減益となりました。また、連結四半期純利益につきましても、209百万円と前年同期比71百万円

(25.5％)の減益となりました。 

  なお、前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

 〔ＯＡ機器部門〕 

  ＯＡ機器部門につきましては、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に

より、ネットワーク関連ビジネス等が増加するとともに、医療機器の保守サービスも順調に推移いたしました。

しかしながら、従来からのハードを中心としたＯＡ機器関連の保守サービスにおきまして、対象となる機器の低

価格化の影響などを受け、保守サービス料の下落傾向が続いたため、ＯＡ機器部門全体の連結売上高は3,279百

万円と前年同期比55百万円(1.7％)の減収となりました。 

 〔情報設備部門〕 

  情報設備部門につきましては、連結売上高は3,653百万円と前年同期比44百万円(1.2％)の減収となりました。

     

  分野別に申し上げますと次のとおりであります。 

  

  ＡＦＣにつきましては、東京地下鉄副都心線の開通に伴う駅務機器の保守サービスの増加がありましたが、 

 ＪＲにおける保守サービスエリアの見直し等により、連結売上高は1,622百万円と前期比28百万円(1.7％)の減

収となりました。 

  駐車場機器につきましては、機器および関連部材の販売が伸び悩む一方で、保守サービスが順調に推移したこ

とにより、連結売上高は1,031百万円と前年同期比72百万円(7.5％)の増収となりました。 

  交通システムにつきましては、管制システムおよびその関連機器ならびに一般信号機器の保守・設置・改造等

に加え、交通システム関連のコンサルティング業務等があり、連結売上高は449百万円と前年同期比9百万円

(2.1％)の増収となりました。 

  その他鉄道信号および情報機器につきましては、地下鉄および新交通システムを中心に保守サービス作業があ

りましたが、総じて低調に推移し、連結売上高は549百万円と前年同期比96百万円(15.0％)の減収となりまし

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２四半期連結会計期間末の資産合計は、売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ523百万円減少

し、11,075百万円となりました。 

  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598百万円減少し、2,230百万円と

なりました。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ74百万円増加し、8,845百万円となりました。  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、預け金の増加等により

前連結会計年度末に比べ721百万円減少し、1,205百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、474百万円となりました。 

  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２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、1,063百万円となりました。 

  これは主に、預け金の増加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２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、132百万円となりました。 

  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。 

 米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、依然として続く原油・原材料高や株式市況の低迷

等により、景気の先行きに不透明感が増す中で、今後も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、業績の向上に鋭意努めてまいり

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２四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２四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 

 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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,205,575 1,927,425

受取手形及び売掛金 2,954,640 3,828,081

商品 20,333 11,150

貯蔵品 554,692 557,773

預け金 3,300,000 2,300,000

繰延税金資産 405,526 405,526

その他 153,932 128,265

貸倒引当金 △2,431 △2,587

流動資産合計 8,592,268 9,155,635

固定資産   

有形固定資産 866,284 897,960

無形固定資産 289,632 305,357

投資その他の資産   

投資有価証券 380,825 383,859

その他 951,073 860,665

貸倒引当金 △4,212 △3,859

投資その他の資産合計 1,327,686 1,240,665

固定資産合計 2,483,602 2,443,984

資産合計 11,075,871 11,599,619

負債の部   

流動負債   

買掛金 458,840 741,981

未払法人税等 209,846 316,624

前受金 348,410 330,155

賞与引当金 621,635 743,387

役員賞与引当金 9,000 18,000

その他 376,373 443,944

流動負債合計 2,024,106 2,594,093

固定負債   

退職給付引当金 13,376 12,190

繰延税金負債 165,570 166,805

その他 27,492 56,002

固定負債合計 206,439 234,997

負債合計 2,230,545 2,829,090



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,268,495 7,191,123

自己株式 △7,097 △6,322

株主資本合計 8,822,397 8,745,800

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,928 24,727

評価・換算差額等合計 22,928 24,727

純資産合計 8,845,326 8,770,528

負債純資産合計 11,075,871 11,599,619



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,933,154

売上原価 6,054,916

売上総利益 878,238

販売費及び一般管理費 511,288

営業利益 366,949

営業外収益  

受取利息 12,335

受取配当金 3,980

不動産賃貸料 1,076

保険配当金 19,937

その他 3,509

営業外収益合計 40,840

営業外費用  

不動産賃貸費用 999

和解金 754

その他 3

営業外費用合計 1,757

経常利益 406,032

特別損失  

固定資産除却損 1,325

ゴルフ会員権評価損 3,814

特別損失合計 5,139

税金等調整前四半期純利益 400,892

法人税等 191,644

四半期純利益 209,248



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 400,892

減価償却費 95,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 197

賞与引当金の増減額（△は減少） △121,752

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,186

前払年金費用の増減額（△は増加） △91,229

受取利息及び受取配当金 △16,316

売上債権の増減額（△は増加） 891,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,102

仕入債務の増減額（△は減少） △281,810

その他 △107,239

小計 755,393

利息及び配当金の受取額 16,316

法人税等の支払額 △297,089

営業活動によるキャッシュ・フロー 474,620

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) △1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △37,445

無形固定資産の取得による支出 △20,567

その他 △5,879

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,063,892

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 △775

配当金の支払額 △131,802

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △721,850

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 1,205,575



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

〔海外売上高〕 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   7,032,993 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,028,343 85.7 

売上総利益   1,004,650 14.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   502,212 7.1 

営業利益   502,437 7.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 8,173     

２．不動産賃貸料 3,520     

３．受取保険配当金  22,130     

４．その他 9,832 43,657 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．不動産賃貸費用 2,529     

２．和解金 1,400     

３．その他 212 4,142 0.1 

経常利益   541,952 7.7 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 371 371 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 350     

２．固定資産除却損 633 983 0.0 

税金等調整前中間純利益   541,339 7.7 

法人税、住民税及び事業
税 164,605     

法人税等調整額 95,880 260,486 3.7 

中間純利益   280,853 4.0 

    



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 541,339 

減価償却費 62,649 

貸倒引当金の増減（△）額 △693 

賞与引当金の増減（△）額 △46,021 

役員賞与引当金の増減（△）額  △12,000 

退職給付引当金の増減（△）額 979 

前払年金費用の増（△）減額  △126,839 

固定資産除却損 633 

受取利息及び受取配当金 △12,014 

売上債権の増（△）減額 1,589,841 

たな卸資産の増（△）減額 △1,600 

仕入債務の増減（△）額 △306,546 

その他 △63,026 

小計 1,626,701 

利息及び配当金の受取額 12,014 

法人税等の支払額  △420,036 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,218,680 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

預け金の純増（△）減額 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △59,430 

無形固定資産の取得による支出 △8,262 

貸付金の回収による収入 490 

投資不動産の売却による収入  13,520 

敷金の増加による支出 △17,634 

敷金の減少による収入 4,434 

その他 △1,675 

投資活動によるキャッシュ・フロー 231,442 

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  △143,841 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,281 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,305,841 

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中間期末残高 2,533,979 

  



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

〔海外売上高〕 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 3,576,369 0.1 1,246,237 65.2 

情報設備部門 

ＡＦＣ 1,658,901 △1.4 37,258 17.2 

駐車場機器 1,156,892 8.1 236,921 7.7 

交通システム  757,980 2.2 308,775 2.1 

その他 570,141 △16.5 24,579 △38.9 

小計 4,143,915 △0.8 607,533 2.2 

合計 7,720,285 △0.4 1,853,771 37.5 

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 3,279,435 △1.7 

情報設備部門 

ＡＦＣ 1,622,521 △1.7 

駐車場機器 1,031,751 7.5 

交通システム  449,543 2.1 

その他 549,902 △15.0 

小計 3,653,718 △1.2 

合計 6,933,154 △1.4 
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