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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 6,428 ― 76 ― 71 ― 48 ―

20年3月期第2四半期 7,020 5.4 67 △52.2 63 △49.7 △34 ―

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 13.73 ―

20年3月期第2四半期 △9.82 ―

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 6,739 4,246 63.0 1,213.59
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2四半期  4,246百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

通期 16,200 △2.8 530 △13.3 520 △13.2 260 28.7 74.30

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．通期の連結及び個別業績予想につきましては、平成19年度決算発表時（平成20年５月15日）の予想を修正いたします。 
 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 有

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  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2四半期  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2四半期  3,499,348株 20年3月期第2四半期  3,499,348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

　（当第２四半期連結累計期間の経営成績）

　当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、世界的な景気後退の中にあって、輸出・生産などが前年度を下回っ

ており、個人消費も所得の伸び悩みに加え、食品やガソリンなど諸物価の値上がりで低迷しております。更に９月

に入ってからの金融市場の大混乱により、景気の先行きは一段と厳しさ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１億４百万件を超え

市場が飽和状態になっており、更に携帯電話端末の割賦販売による買い替え需要の落ち込みもあり、メーカー・携

帯電話ショップとも再編の動きが加速しつつあります。また、パソコン関連市場では、国内出荷台数は前四半期に

比べほぼ横ばいでありましたが、ウルトラモバイルパソコンの拡販等により低価格化が進んでおります。情報通信

システム事業におきましては、国や地方自治体が防災行政無線システムや全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備に

注力する等、防災対策事業への投資が増加しております。

　このような状況の下、当社グループは、情報通信端末事業では携帯電話及びパソコン販売台数、携帯電話修理受

付台数の減少等により前年同期に比べ大幅に減収となりましたが、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。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高64億28百万円、営業利益76百万円、経常利益71百万

円、四半期純利益48百万円となりました。

　　　（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、修理台数は前年

同期に比べ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39億83百万円、営業利益は50百万円となりました。

【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浄水場防犯設備や海岸津波防災情報システム、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・監視カメラ設置等にお客様のニーズを創り込み、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24億44百万円、営業利益は25百万円となりました。

　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。

※平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期決算短

　信（平成20年８月８日開示）をご参照ください。
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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２四半期連結会計期間末の総資産は67億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億44百万円減少しまし

た。これは、受取手形及び売掛金27億59百万円の減少などによるものです。 

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の負債は24億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億85百万円減少しました。

これは、買掛金17億39百万円の減少、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）３億60百万円の減少など

によるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は42億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少しました。

これは、利益剰余金57百万円の減少などによるものです。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に

比べ41百万円増加し、７億39百万円となりました。

　当第２四半期連結累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６億43百万円となりました。これは主に仕入債務の減少による17億39百万円、

法人税等の支払による２億14百万円等を計上しましたが、売上債権の減少による27億59百万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、得られた資金と使用した資金はほぼ同額となりました。得られた資金としましては定期預金の

払戻による25百万円の収入、その他２百万円の収入がありましたが、使用した資金としまして定期預金の預入によ

る15百万円の支出、有形固定資産の取得による８百万円の支出、無形固定資産の取得による４百万円の支出があっ

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６億２百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による２億円の収入

に対し、短期借入金の返済による５億18百万円の支出、長期借入金の返済による１億69百万円の支出、配当金の支

払いによる１億４百万円の支出等が上回ったこと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

　当期の見通しとしましては、世界的な景気後退や金融市場の混乱、円高基調が続いていることなどから景気の後

退は長引く恐れが強まっています。このような環境の中で、当社グループにおきましては、個人消費の低迷等によ

り携帯電話及びパソコン販売台数並びに携帯電話修理再生受付台数の減少が見込まれますが、情報通信システム事

業が好調であることなどから、現時点での当期（平成21年３月期）業績見通しを以下のとおり減収増益に修正いた

します。

　（単位：百万円）

 連　結 個　別

売上高 営業利益 経常利益
当期

純利益
売上高 営業利益 経常利益

当期

純利益

　前回発表予想　（Ａ） 17,300 520 500 245 16,000 470 450 220

　今回修正予想　（Ｂ）　 16,200 530 520 260 15,300 520 510 250

　増減額　　　　（Ｂ－Ａ） △1,100 10 20 15 △700 50 60 30

　増減率　　　　（％）　 △6.4 1.9 4.0 6.1 △4.4 10.6 13.3 13.6

　前期（平成20年３月期）実績 16,674 611 598 202 15,864 593 582 193
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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）

　　該当事項はありません。

（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

　2,234千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

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係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

　借取引に係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。
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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 792,229 761,016 

受取手形及び売掛金 1,775,177 4,534,884 

商品 515,118 675,217 

原材料 93,385 36,681 

仕掛品 299,935 96,470 

繰延税金資産 218,102 254,020 

その他 127,986 130,652 

貸倒引当金 △34 △227 

流動資産合計 3,821,901 6,488,716 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,569,475 1,569,736 

減価償却累計額 △684,900 △650,647 

減損損失累計額 △48,185 △30,076 

建物及び構築物（純額） 836,389 889,012 

機械装置及び運搬具 958,690 958,690 

減価償却累計額 △563,292 △464,874 

減損損失累計額 △1,085 △1,085 

機械装置及び運搬具（純額） 394,311 492,730 

工具、器具及び備品 441,622 440,881 

減価償却累計額 △295,148 △286,260 

減損損失累計額 △1,969 △1,245 

工具、器具及び備品（純額） 144,503 153,375 

土地 751,403 751,403 

建設仮勘定 714 － 

有形固定資産合計 2,127,323 2,286,522 

無形固定資産   

のれん 16,666 19,047 

その他 120,167 131,854 

無形固定資産合計 136,834 150,902 

投資その他の資産   

投資有価証券 121,345 123,541 

前払年金費用 67,192 39,542 

繰延税金資産 84,074 84,958 

その他 468,223 469,879 

貸倒引当金 △87,523 △60,578 

投資その他の資産合計 653,312 657,344 

固定資産合計 2,917,469 3,094,768 

資産合計 6,739,371 9,583,484 
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 943,423 2,682,689 

短期借入金 100,000 418,000 

1年内返済予定の長期借入金 339,300 381,720 

1年内支払予定のリース債務 18,813 17,997 

未払法人税等 11,536 236,245 

賞与引当金 182,038 326,600 

短期解約損失引当金 5,776 7,427 

その他 414,267 580,925 

流動負債合計 2,015,154 4,651,605 

固定負債   

長期借入金 279,800 407,200 

リース債務 34,328 41,830 

役員退職慰労引当金 1,119 175,005 

その他 162,188 2,456 

固定負債合計 477,436 626,492 

負債合計 2,492,590 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 3,199,959 3,257,263 

自己株式 △468 △468 

株主資本合計 4,221,214 4,278,518 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,565 26,868 

評価・換算差額等合計 25,565 26,868 

純資産合計 4,246,780 4,305,387 

負債純資産合計 6,739,371 9,583,484 
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（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 6,428,642 

売上原価 4,991,113 

売上総利益 1,437,529 

販売費及び一般管理費 1,361,144 

営業利益 76,384 

営業外収益  

受取利息 915 

受取配当金 916 

受取家賃 1,800 

販売表彰金収入 2,417 

その他 1,371 

営業外収益合計 7,420 

営業外費用  

支払利息 8,250 

支払手数料 2,387 

その他 1,827 

営業外費用合計 12,466 

経常利益 71,338 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 192 

前期損益修正益 19,211 

役員退職慰労引当金戻入額 21,815 

特別利益合計 41,220 

特別損失  

固定資産除却損 1,962 

減損損失 25,816 

その他 160 

特別損失合計 27,939 

税金等調整前四半期純利益 84,619 

法人税、住民税及び事業税 △1,138 

法人税等調整額 37,695 

法人税等合計 36,557 

四半期純利益 48,062 
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（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 84,619 

減価償却費 169,759 

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,562 

受取利息及び受取配当金 △1,831 

支払利息 8,250 

減損損失 25,816 

固定資産除売却損益（△は益） 1,962 

売上債権の増減額（△は増加） 2,759,706 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,069 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,739,266 

その他 △200,101 

小計 864,284 

利息及び配当金の受取額 1,795 

利息の支払額 △8,036 

法人税等の支払額 △214,457 

営業活動によるキャッシュ・フロー 643,586 

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 △15,014 

有形固定資産の取得による支出 △8,136 

無形固定資産の取得による支出 △4,270 

その他 2,240 

投資活動によるキャッシュ・フロー △180 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 200,000 

短期借入金の返済による支出 △518,000 

長期借入金の返済による支出 △169,820 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,406 

配当金の支払額 △104,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,207 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,198 

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 739,694 
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　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。
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（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）

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) 外部顧客に対する売上高 3,983,783 2,444,859 6,428,642 － 6,428,642

(2) セグメント間の売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 3,983,783 2,444,859 6,428,642 － 6,428,642

営業利益 50,432 25,952 76,384 － 76,384

　（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、品質管理支援業務

パーソナルコンピュータ及び関連製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

　　　　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）

　　　　　　　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。この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、情報通信端末

　　　　　　事業が1,186千円、情報通信システム事業が1,048千円減少しております。

　　　　　（リース取引に関する会計基準）

　　　　　　　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２四半期連結累計期間のセグ

　　　　　　メント情報に与える影響はありません。

〔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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社又は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）

　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。
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「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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  7,020,194 100.0

Ⅱ　売上原価  5,503,718 78.4

売上総利益  1,516,476 21.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,449,248 20.6

営業利益  67,228 1.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 895   

２．受取配当金 1,074   

３．保険事務手数料収入 772   

４．その他 3,956 6,698 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 6,464   

２．支払手数料 2,981   

３．店舗等解約費用 1,074   

４．その他 118 10,639 0.2

経常利益  63,287 0.9

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 1,193 1,193 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 357   

２．訴訟関係費用 115,000 115,357 1.6

税金等調整前中間純利益
又は損失（△）

 △50,876 △0.7

法人税、住民税
及び事業税

11,345   

法人税等調整額 △27,870 △16,525 △0.2

中間純利益
又は損失（△）

 △34,351 △0.5
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（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（千円）

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 △50,876

減価償却費 88,825

役員賞与引当金の増減額 △19,100

固定資産除売却損　 357

短期解約損失引当金の増減額（減少：△）　 644

受取利息及び受取配当金　 △1,970

支払利息　 6,464

売上債権の増減額（増加：△） 2,794,340

たな卸資産の増減額（増加：△）　 △24,312

仕入債務の増減額（減少：△）　 △2,226,026

その他 41,628

小計 609,975

利息及び配当金の受取額 1,889

利息の支払額　 △6,493

法人税等の支払額　 △269,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,802

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払出による収入 36,000

定期預金の預入による支出　 △21,010

有形固定資産の取得による支出　 △26,567

無形固定資産の取得による支出　 △15,936

保険積立金解約による収入　 372,444

その他　 2,385

投資活動によるキャッシュ・フロー 347,315

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 30,000

短期借入金の返済による支出　 △446,000

長期借入金の返済による支出　 △98,820

ファイナンスリース債務返済による支出　 △8,569

配当金の支払額　 △87,483

財務活動によるキャッシュ・フロー △610,873

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 72,244

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中間期末残高 570,118
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（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）

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）外部顧客に対する売上高 5,174,604 1,845,590 7,020,194 － 7,020,194

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 1,872 1,872 (1,872) －

計 5,174,604 1,847,462 7,022,066 (1,872) 7,020,194

営業費用 4,978,542 1,976,295 6,954,838 (1,872) 6,952,966

営業利益（△損失） 196,062 △128,833 67,228 － 67,228

　（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製品

事業区分 主要製品

　情報通信端末事業

携帯電話販売

携帯電話検査、修理、再生及び品質管理支援

パーソナルコンピュータ及び関連製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

　　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

　　　　４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、法人税法の改正（（所

　　　　　　得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正す

　　　　　　る政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に

　　　　　　取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、この変更

　　　　　　による当中間連結会計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　　　５．「追加情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

　　　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は情報通信端末

　　　　　　事業が829千円、情報通信システム事業が2,229千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　　　　　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在す

　　　　　る連結子会社又は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及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事

　　　　　項はありません。
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