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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 11,961 ― 324 ― 327 ― 165 ―
20年3月期第2四半期 11,890 1.0 317 105.5 321 93.3 110 △14.1

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 17.16 ―
20年3月期第2四半期 11.12 ―

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 12,971 5,753 44.4 597.81
20年3月期 14,704 5,690 38.7 586.42

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  5,753百万円 20年3月期  5,690百万円

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  

20年3月期期末配当金には記念配当2円00銭が含まれております。  

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 24,300 △1.9 500 △25.3 500 △25.3 230 △12.3 23.81

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） 

１．本資料に掲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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。  

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 10,169,610株 20年3月期 10,169,610株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 545,123株 20年3月期 466,532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 9,659,743株 20年3月期第2四半期 9,975,739株
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　当第２四半期連結累計期間のわが国経済は､米国のサブプライムローン問題を契機とする金融市場の混乱、原材料
価格の高騰、為替市場の変動などを要因として、景気は弱含みに推移し、企業収益の減少、生産の減少、輸出の弱含
み、企業の設備投資の伸び悩みなどから、景気の停滞感が一層明確になりました。
　景気の先行き不透明感を反映して、民間設備投資の抑制傾向がみられ、ＩＣＴ投資の先送りや抑制傾向が顕在化し
てきました。しかしながら、企業の競争優位性確保の上で経営効率化ならびに内部統制システムなどの経営インフラ
の整備関連システムの更新などのＩＣＴ投資は中長期的には堅調に推移するものと予想されております。一方、納期
や品質ならびに生産性に対するお客様の要請は引き続き強く求められるとともに、お客様におけるＩＣＴの更なる活
用と高度化に向けて、多彩な商品・サービスの提供が経営の重要課題となります。
　このような経営環境のもと、「お客様の視点」からのトータルソリューションの展開ならびにお客様満足度を向上
するサービスの提供を軸とした積極的な事業展開を実施しました。
　当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は、コンポーネント・デバイス・ソリューション事業は前年
同期に比べ減収となりましたが、ＩＣＴソリューション事業およびフィールドサービス事業が増収となったことか
ら、売上高は119億６千１百万円（前年同期比0.6％増）となりました。
　損益面におきましては、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は３億２千４百万円（前年同期比2.3％
増）となり、経常利益は３億２千７百万円（前年同期比1.9％増）となりました。また、四半期純利益は、固定資産
除却損などの計上がありましたが、投資有価証券評価損が前年同期より減少し特別損失の計上が減少したため１億６
千５百万円（前年同期比49.4％増）となりました。

【定性的情報・財務諸表等】

連結経営成績に関する定性的情報１．

　事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。

【コンポーネント・デバイス・ソリューション事業】

　電子デバイスはネットワーク関連機器、医療関連機器用コンポーネントの売上は伸長しましたが、半導体は産業用
の需要が大幅に落ち込みました。この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は30億３千万円（前年同期比6.2％
減）となりました。

【ＩＣＴソリューション事業】
　官公庁、金融機関向けのシステム商談、医療機関向けソリューションサービスが伸長しました。この結果、当第２
四半期連結累計期間の売上高は44億１千１百万円（前年同期比4.8％増）となりました。

【システムソリューション事業】
　ネットワークやセキュリティなど情報システム基盤の構築、生産管理システム、生産工程制御関連システム等の開
発が底堅く推移いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18億９千２百万円（前年同期比
0.0％増）となりました。

【フィールドサービス事業】
　ＩＴインフラの設計・構築、導入支援、運用支援、監視サービスなどライフ・サイクル・マネジメントに焦点をあ
てたサービスの提供に努め、堅調に推移いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は26億２千７
百万円（前年同期比2.7％増）となりました。

　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。従いまして、当第２四半期連
結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間連結損益計算書とでは、作成基準が異なるため
前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。

（注）
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　世界的規模での景気後退が懸念され、厳しい環境が続くものと予想されますが、引き続き当社グループといたしま
しては、お客様の視点に立って品質と納期を徹底するとともに新しいサービスの創出を目指して業績の維持・拡大に
努めてまいる所存であります。
　連結業績予想につきましては、現時点では平成20年10月31日公表の連結業績予想から変更はございません。
　なお、今回予想の後に業績に変動を与える事情が生じた場合には速やかに業績予想の見直しの検討・実施を行って
まいります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億３千２百万円減少し129億７千１百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末に比べ17億６千６百万円減少し102億５千万円となりました。主な増加要因は、現金及
び預金の増加２億９千６百万円であり、主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少17億６千９百万円、商品の減少
２億７千１百万円であります。固定資産は前連結会計年度末に比べ３千４百万円増加し27億２千１百万円となりまし
た。主な増加要因は、敷金及び保証金の増加８千５百万円であり、主な減少要因は、時価評価などによる投資有価証
券の減少３千７百万円、有形固定資産の減少１千３百万円であります。
　負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億９千５百万円減少し72億１千８百万円となりました。流動負債は、前連
結会計年度末に比べ14億３千１百万円減少し56億２千３百万円になりました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金
の減少６億３千２百万円、短期借入金の減少４億７百万円であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ３億６
千４百万円減少し15億９千５百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の減少３億６千２百万円でありま
す。
　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６千３百万円増加し57億５千３百万円となりました。主な増加要因は、利
益剰余金の増加１億７百万円であります。

　当第２四半期末における現金及び現金同等物は（以下資金という。）は、前連結会計年度末に比べ２億９千６百万
円増加し31億７千３百万円となりました。
　営業活動の結果増加した資金は12億５千３百万円となりました。その主な要因は、仕入債務の減少６億３千２百万
円や法人税等の支払額２億７千４百万円により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益３億４百万円の計
上、売上債権の減少17億７千８百万円やたな卸資産の減少２億６千４百万円により資金が増加したことによるもので
あります。
　投資活動の結果減少した資金は１億１千５百万円となりました。その主な要因は、敷金及び保証金の差入による支
出８千９百万円によるものであります。
　財務活動の結果減少した資金は８億４千万円となりました。その主な要因は、短期借入金の純減少額６億２千万
円、長期借入金の返済による支出１億４千９百万円や配当金の支払額５千８百万円によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）
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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）

４．
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(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

　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

　該当事項はありません。

　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、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の方法については、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。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。
　これによる損益への影響はありません。

四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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

　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。
　これによる損益への影響はありません。

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による低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、主として移動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）によって算定しております。
　これによる損益への影響はありません。

④ リース取引に関する会計基準等の適用

① 固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に
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

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
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（単位：千円未満切捨て）

（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

3,173,419 2,876,452

5,796,838 7,566,633

804,092 1,075,412

159,688 153,233

328,252 354,430

△11,920 △9,051

10,250,371 12,017,110

819,416 832,876

29,128 30,290

422,571 459,794

833,980 748,047

570,364 565,134

63,628 76,810

△17,596 △25,924

1,872,949 1,823,862

2,721,494 2,687,029

12,971,865 14,704,139

 投資その他の資産合計

 貸倒引当金

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

当第２四半期連結会計期間末

 仕掛品

 敷金及び保証金

 繰延税金資産

 その他

固定資産

有形固定資産

投資その他の資産

ソレキア㈱（9867）平成21年３月期　第２四半期決算短信

　資産の部

(1) 四半期連結貸借対照表

５．四半期連結財務諸表

流動資産

無形固定資産

 流動資産合計

 現金及び預金

 受取手形及び売掛金

 商品

 その他

 貸倒引当金

 投資有価証券

資産合計

 固定資産合計
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（単位：千円未満切捨て）

（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

3,143,279 3,775,396

1,188,000 1,595,000

141,261 292,290

427,151 419,052

10,000 19,000

― 19,110

713,343 934,889

5,623,036 7,054,739

6,500 368,500

1,433,727 1,434,984

139,529 139,942

15,467 15,904

1,595,224 1,959,331

7,218,260 9,014,070

2,293,007 2,293,007

2,359,610 2,359,610

1,141,127 1,033,595

△113,467 △99,842

5,680,277 5,586,370

73,327 103,698

73,327 103,698

5,753,604 5,690,069

12,971,865 14,704,139

 賞与引当金

 受注損失引当金

 役員賞与引当金

流動負債

 評価・換算差額等合計

純資産合計

 資本剰余金

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差
 額金

  株主資本合計

 自己株式

 資本金

 固定負債合計

負債合計

 利益剰余金

　純資産の部

株主資本

 役員退職慰労引当金

 その他

 未払法人税等

 短期借入金

　負債の部

 支払手形及び買掛金

　負債純資産合計

 その他

 流動負債合計

固定負債

 長期借入金

 退職給付引当金

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
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当第２四半期連結会計期間末
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（単位：千円未満切捨て）

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）

11,961,877

9,972,110

1,989,767

1,665,216

324,550

6,660

4,736

4,697

16,093

11,473

1,702

13,176

327,467

14,784

3,664

4,915

23,364

304,103

124,180

14,173

138,353

165,749

特別損失合計

営業外収益合計

固定資産除却損

売上原価

法人税等合計

法人税等調整額

四半期純利益

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

投資有価証券評価損

特別損失

減損損失

支払利息

その他

経常利益

営業外費用合計

その他

営業外費用

売上総利益

販売費及び一般管理費

売上高

（第２四半期連結累計期間）

四半期連結損益計算書(2)

受取利息

受取配当金

営業外収益
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営業利益
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（単位：千円未満切捨て）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日

　　至 平成20年９月30日）

6,640,767

5,426,879

1,213,888

824,271

389,617

5,398

1,032

3,176

9,607

4,711

740

5,452

393,772

14,784

3,664

18,449

375,322

117,110

49,004

166,114

209,208
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法人税等合計

四半期純利益

特別損失合計

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

固定資産除却損

減損損失

特別損失

その他

営業外費用合計

経常利益

支払利息

その他

営業外収益合計

営業外費用

受取配当金

営業利益

営業外収益

受取利息

売上総利益

販売費及び一般管理費

売上高

売上原価

（第２四半期連結会計期間）
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（単位：千円未満切捨て）

304,103

35,010

3,664

△5,458

8,099

△9,000

△19,110

△413

△1,256

△11,396

11,473

14,784

4,915

1,778,710

264,864

△632,116

△175,172

△42,343

1,529,359

7,431

△9,481

△274,097

1,253,212

固定資産除却損

四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3)

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

投資有価証券評価損益（△は益）

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）

売上債権の増減額（△は増加）

税金等調整前四半期純利益

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

減価償却費

減損損失

受注損失引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

営業活動によるキャッシュ・フロー

未払消費税等の増減額（△は減少）

その他

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

　　小　　　計
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（単位：千円未満切捨て）

△28,989

△8,649

△89,656

7,384

4,286

△115,625

△620,000

△149,000

△13,625

△58,218

△840,843

223

296,967

2,876,452

3,173,419現金及び現金同等物の四半期末残高

現金及び現金同等物の期首残高

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

長期借入金の返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

有形固定資産の取得による支出

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年９月30日）

敷金及び保証金の差入による支出

当第２四半期連結累計期間

投資活動によるキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の増加額(△は減少)

その他

短期借入金の純増減額（△は減少）
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当第２四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)

　海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　当社及び連結子会社は、情報・通信システム関連商品の販売、ソフトウェアの開発及びこれ
らに係るサービスの提供という単一の事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないた
め、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)

　本邦の売上高の金額が全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超である
ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項はありません。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　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。

(6)

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

当第２四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)
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百分率
（％）

11,890,591 100.0

9,902,609 83.3

1,987,981 16.7

774,210

144,809

9,000

39,212

4,551

698,862 1,670,645 14.0

317,335 2.7

7,366

5,118

3,100

6,767

5,334 27,687 0.2

15,674

2,445

5,462 23,583 0.2

321,440 2.7

59,000 59,000 0.5

262,440 2.2

137,090

14,405 151,495 1.3

110,945 0.9

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）

２．受取配当金

Ⅳ

１．給与手当及び賞与

２．

営業利益

保険配当金

３．

Ⅰ 売上高

退職給付引当金繰入額

６．

受取家賃

科目

１．受取利息

役員退職引当金繰入額

その他

Ⅱ

Ⅲ 販売費及び一般管理費

売上総利益

賞与引当金繰入額

為替差損

４．

５．

３．役員賞与引当金繰入額

５．

４．その他

Ⅴ 営業外費用

特別損失

１．支払利息

３．その他

経常利益

２．

Ⅵ

中間純利益

投資有価証券評価損

税金等調整前中間純利益

法人税等調整額

法人税、住民税及び事業税

１．

金額
（千円未満切捨て）

売上原価

営業外収益

前四半期に係る財務諸表等

中間連結損益計算書

「参考資料」

(1)
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262,440

29,675

1,261

△4,381

△9,000

△8,116

△1,681

△12,485

15,674

59,000

133,633

632,106

△1,888,164

59,571

△730,464

7,466

△21,185

△147,748

△891,931

△25,615

△33,515

△1,309

2,660

△2,627

2,550

△57,856

1,150,000

△282,000

△20,604

△29,996

817,398

32

△132,357

2,186,269

2,053,912

現金及び現金同等物の減少額

その他投資の減少額

短期借入金の純増加額

有形固定資産の取得による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー
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敷金及び保証金の増加額

Ⅰ

区 分

減価償却費

役員賞与引当金の減少額

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

貸倒引当金の増加額

賞与引当金の減少額

その他

売上債権の減少額

受取利息及び受取配当金

支払利息

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）

金額（千円未満切捨て）

役員退職引当金の減少額

たな卸資産の増加額

退職給付引当金の減少額

投資有価証券評価損

仕入債務の減少額

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

　　小　　　計

法人税等の支払額

投資有価証券の取得による支出

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の減少額

その他投資の増加額

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

長期借入金の返済による支出

中間連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高

(2)

Ⅴ

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

自己株式の純増加額

配当金の支払額
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６．その他の情報
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生産実績
(1) 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）

100.0

22.0

15.8

4,411,003 36.9

137,791 1.2

4,273,211

受注の状況

販売の状況

合 計 11,961,877

2,627,765
ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守

1,892,372
ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発

35.7

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器

電 算 機 販 売 手 数 料

小 計

0.0

小 計 3,030,736 25.3

電子部品販売手数料 3,417

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

電 子 デ バ イ ス 1,889,323 15.8

7.5

電 線 及 び 加 工 品 238,010 2.0

半 導 体 899,985

金額（千円）
構成比
（％）

③

22.2

11,835,671 100.0合 計

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守

当第２四半期連結累計期間

33.8

4,139,433 35.0

2,190,032 18.5

137,352 1.2

243,708 2.1

2,877,743 24.3

3,417

2,628,461

735,361

4,002,081

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発

情 報 関 連 機 器

電 算 機 販 売 手 数 料

小 計

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

小 計

電 子 デ バ イ ス

電子部品販売手数料

①

②

電 算 機 保 守

合 計

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

半 導 体

電 線 及 び 加 工 品

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

生産、受注及び販売の状況

金額（千円）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日　

システム・ソフト開発 1,435,225

　至 平成20年９月30日）

2,222,139

16.0

0.0

3,657,364

金額（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）

構成比
（％）

1,895,256

6.2
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(2) 前中間連結会計期間
① 生産実績

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）

金額（千円）

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 1,508,099

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 2,174,173

合 計 3,682,273

② 受注の状況

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）

金額（千円）
構成比
（％）

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

電 子 デ バ イ ス 1,909,610 16.5

半 導 体 1,422,889 12.3

電 線 及 び 加 工 品 192,987 1.7

電子部品販売手数料 1,040 0.0

小 計 3,526,529 30.5

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器 3,425,037 29.7

電 算 機 販 売 手 数 料 94,982 0.8

小 計 3,520,020 30.5

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 1,953,867 16.9

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 2,558,530 22.1

合 計 11,558,947 100.0

③ 販売の状況

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）

金額（千円）
構成比
（％）

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
 ﾃﾞﾊﾞｲｽ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

電 子 デ バ イ ス 1,779,729 15.0

半 導 体 1,250,303 10.5

電 線 及 び 加 工 品 200,889 1.7

ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ

情 報 関 連 機 器 4,070,493 34.2

電 算 機 販 売 手 数 料 137,349 1.2

小 計 4,207,842 35.4

ｼｽﾃﾑ
　ｿﾘｭｰｼｮﾝ

システム・ソフト開発 1,892,254 15.9

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
　ｻｰﾋﾞｽ

電 算 機 保 守 2,558,530 21.5

合 計 11,890,591 100.0
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電子部品販売手数料 1,040 0.0

小 計 3,231,963 27.2
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