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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 10,588 ― △1,089 ― △1,069 ― △847 ―

20年3月期第2四半期 9,959 △10.3 △1,193 ― △1,219 ― △1,114 ―

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 △57.74 ―

20年3月期第2四半期 △75.95 ―

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 16,305 7,150 36.9 409.71
20年3月期 18,847 8,095 36.5 468.27

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,013百万円 20年3月期  6,874百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 27,000 5.6 350 ― 350 ― 100 ― 6.81

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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって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。  

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  14,700,000株 20年3月期  14,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  21,842株 20年3月期  20,344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  14,679,337株 20年3月期第2四半期  14,680,772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 

 当社グループにおける第２四半期連結累計期間は、例年、電力会社、官公庁等の事業の関係から売上高が小さく、

損益面においても当初から損失を予定せざるを得ない状況にあります。この状況は、年度末に向け徐々に改善され、

情報通信機器の製造・販売や工事・保守受託業務等の売上の計上が集中する第４四半期において、通期の利益目標が

実現される形態となっております。 

 さて、当第２四半期連結累計期間の日本経済は、米国発の金融危機が世界規模での金融危機に発展し、株式市場の

大幅な下落や、製造業における生産の減少や設備投資の抑制の動きが見られるなど、実体経済への影響が大きくなっ

てまいりました。 

 このような事業環境下で当社グループは、機器の製造・販売においては、当初より売上を拡大することが難しい状

況であったことから、規模に依存することなく利益を確保できる費用構造の再構築に向けた施策を展開してまいりま

した。工事・保守受託業務においては、新規案件受注に向けたサービス領域の拡大や技術者の育成・強化などに努め

るとともに、安全・品質対策の推進や業務全般の効率化など、経営体質の強化に継続して取組んでまいりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、機器の製造・販売が減少したものの、通信線

路工事等工事・保守受託業務が増加したため、前年同期より6.3％増の105億88百万円となりました。 

 損益につきましては、営業損益は10億89百万円の損失（対前年同期１億３百万円の損失の減）、経常損益は10億69

百万円の損失（同１億50百万円の損失の減）となりました。四半期純損益につきましては、連結子会社における法人

税等の算出について、四半期財務諸表に関する会計基準に従い、今年度より見積実効税率を適用し、第２四半期末時

点での損失を一時差異に準じた処理としたことにより、８億47百万円の損失（同２億67百万円の損失の減）となりま

した。 

 以下、事業種類別セグメントの概況をご報告いたします。 

〔情報通信機器〕 

 電力会社向け製品及び鉄道向け監視システムが減少したものの、キャリア向け通信線路工事並びにＣＡＴＶ工事が

増加したことに加え、電力会社向け情報システム保守も堅調であったことから、情報通信機器全体の売上高は、前年

同期より6.6％増の103億28百万円となりましたが、営業損益は10億13百万円の損失となりました。 

〔移動体通信機器〕 

 前年同期に比べポケットベル応用システムの案件が減少したことから、売上高は前年同期より20.0％減の１億６百

万円となり、営業損益は39百万円の損失となりました。 

〔計測器〕 

 電話・ファクシミリ用計測器や簡易測定器が堅調であったことから、売上高は前年同期より9.9％増の１億54百万

円となりましたが、営業損益は、開発費の増加等の影響もあり、17百万円の損失となりました。 

 なお、所在地別セグメントの業績は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、記載すべき事項は

ありません 

（注） 「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比の数値及び増減率につきましては、参考情報とし

て記載しております。 



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 

（資 産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ25億41百万円減少した163億５

百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が24億68百万円減少したことによります。 

（負 債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ15億97百万円減少した91億54百

万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が３億14百万円減少したことと、短期借入金の返済４億円

及び流動負債その他が８億61百万円減少したことによります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ９億44百万円減少した71億50

百万円となりました。これは主に、利益剰余金が８億47百万円減少したことによります。 

(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、前連結会計年度末に比べ

５億88百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には19億63百万円となりました。 

（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によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより増加し

たものの税金等調整前四半期純損失、棚卸資産の増加、仕入債務の減少などにより減少し、45百万円の資金の減

少となりました。 

（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によるキャッシュ・フローは、有形固定資産並びに無形固定資産

の取得による支出などにより、１億35百万円の資金の減少となりました。 

（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によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより、４

億６百万円の資金の減少となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、景気の後退や企業業績の悪化等に伴う生産、設備投資への影響など、暫くは厳しい

経営環境が続くものと予想されますが、当社グループといたしましては、受注案件の確実なフォローにより売上を確

保するとともに、経営体質の強化に取組んでまいります。 

 なお、平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、今のところ、前回発表（平成20年５月23日付発表）の業

績予想値からの変更はありません。 



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 

（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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

より算定しております。 

（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

生状況に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やタックス・

プランニング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 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法又は個別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、主として総平均法又は個別法による原価法（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損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

136,625千円増加しております。 

 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、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。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

 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適用しております。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 機械装置の耐用年数については、従来３～17年にしておりましたが、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、第１四半期連結会計期間より、主に８年に変更しております。 

 なお、この変更による損益への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：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 1,973,444 2,561,557

受取手形及び売掛金 3,839,961 6,308,410

製品 86,730 98,681

半製品 342,574 456,534

原材料 219,479 521,347

仕掛品 2,490,653 1,647,352

その他 1,147,392 1,112,865

貸倒引当金 △17,216 △23,350

流動資産合計 10,083,019 12,683,399

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,593,908 2,600,205

その他（純額） 1,647,877 1,578,232

有形固定資産合計 4,241,785 4,178,437

無形固定資産 154,096 125,565

投資その他の資産   

その他 1,873,736 1,901,876

貸倒引当金 △46,717 △41,797

投資その他の資産合計 1,827,018 1,860,078

固定資産合計 6,222,900 6,164,082

資産合計 16,305,919 18,847,481



（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   

支払手形及び買掛金 1,475,875 1,790,840

短期借入金 690,000 1,090,000

未払法人税等 24,473 27,446

未払消費税等 27,970 60,157

賞与引当金 798,929 880,749

工事損失引当金 247,000 274,000

その他 1,541,527 2,403,457

流動負債合計 4,805,777 6,526,652

固定負債   

退職給付引当金 4,077,357 4,028,018

役員退職慰労引当金 154,120 167,307

その他 117,696 30,285

固定負債合計 4,349,174 4,225,611

負債合計 9,154,952 10,752,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,708,389 2,708,389

資本剰余金 1,442,759 1,442,759

利益剰余金 1,765,269 2,612,896

自己株式 △4,068 △3,901

株主資本合計 5,912,349 6,760,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,508 113,928

評価・換算差額等合計 101,508 113,928

少数株主持分 1,137,108 1,221,145

純資産合計 7,150,966 8,095,218

負債純資産合計 16,305,919 18,847,481



(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 10,588,474

売上原価 9,760,630

売上総利益 827,844

販売費及び一般管理費 1,917,225

営業損失（△） △1,089,381

営業外収益  

受取利息 3,260

受取配当金 4,024

受取賃貸料 26,738

その他 30,682

営業外収益合計 64,706

営業外費用  

支払利息 7,242

退職給付会計基準変更時差異の処理額 27,617

その他 9,604

営業外費用合計 44,465

経常損失（△） △1,069,140

特別損失  

減損損失 6,296

特別損失合計 6,296

税金等調整前四半期純損失（△） △1,075,437

法人税等 △149,499

少数株主損失（△） △78,311

四半期純損失（△） △847,626



(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損失（△） △1,075,437

減価償却費 158,571

減損損失 6,296

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,214

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,819

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,338

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,186

工事損失引当金の増減額（△は減少） △27,000

受取利息及び受取配当金 △7,285

支払利息 7,242

会員権評価損 6,900

売上債権の増減額（△は増加） 2,546,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △666,279

その他の資産の増減額（△は増加） 73,067

仕入債務の増減額（△は減少） △312,162

未払消費税等の増減額（△は減少） △69,600

その他の負債の増減額（△は減少） △616,637

その他 △389

小計 △22,788

利息及び配当金の受取額 7,088

利息の支払額 △6,632

法人税等の支払額 △23,569

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,901

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 △111,852

有形固定資産の売却による収入 206

無形固定資産の取得による支出 △26,973

投資有価証券の取得による支出 △2,756

投資有価証券の売却による収入 2,125

長期貸付金の回収による収入 1,298

短期貸付けによる支出 △344

その他 2,693

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,602

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） △400,000

リース債務の返済による支出 △3,125

自己株式の取得による支出 △167

少数株主への配当金の支払額 △3,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △406,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △588,113

現金及び現金同等物の期首残高 2,551,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,963,444



 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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は製品の市場類似性及び内部管理上の損益集計区分に照らし総合的に系列化し区分しております。

２．各事業の主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

 「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」(1)に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失

が、情報通信機器事業で128,714千円、移動体通信機器事業で4,221千円、計測器事業で3,688千円それぞれ

増加しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間における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における海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省

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。 

 
情報通信機
器（千円） 

移動体通信
機器 
（千円） 

計測器 
（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 10,328,176 106,085 154,211 10,588,474 － 10,588,474 

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ 8,731 12,533 21,264 (21,264) － 

計 10,328,176 114,816 166,745 10,609,738 (21,264) 10,588,474 

営業損失（△） △1,013,707 △39,301 △17,165 △1,070,175 (19,206) △1,089,381 

事業区分 主要製品 

情報通信機器 

光伝送装置、ＩＰ伝送装置、多重化装置、デジタル端末関連機器、監視制御装

置、データ集配信装置、情報伝送装置、画像伝送装置、ＶｏＩＰ関連機器、セ

ットトップボックス 

移動体通信機器 双方向通話装置、構内用ポケットベルシステム 

計測器 
ＩＳＤＮ関連計測器、ＬＡＮ関連計測器、電話・ファクシミリ用計測器、伝送

特性用計測器、無線関連計測器 



「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   9,959,972 100.0

Ⅱ 売上原価   8,855,190 88.9

売上総利益   1,104,781 11.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,297,914 23.1

営業損失（△）   △1,193,132 △12.0

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 2,797    

２．受取配当金 4,524    

３．受取賃貸料 27,104    

４．貸倒引当金戻入益 28,634    

５．その他 12,770 75,831 0.8

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 7,994    

２．たな卸資産廃却損  43,577    

３．たな卸資産評価損  20,640    

４．会計基準変更時差異償却 27,617    

５．その他 2,653 102,484 1.0

経常損失（△）   △1,219,785 △12.2

Ⅵ 特別損失      

１．減損損失 12,593 12,593 0.2

税金等調整前中間純損失
（△）   △1,232,379 △12.4

法人税、住民税及び事業税 6,613    

法人税等調整額 14,462 21,076 0.2

少数株主損失（△）   △138,457 △1.4

中間純損失（△）   △1,114,998 △11.2

       



(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損失
（△） 

△1,232,379 

減価償却費 142,816 

減損損失 12,593 

貸倒引当金の減少額（△） △28,634 

賞与引当金の増加額 2,042 

退職給付引当金の増加額 42,188 

役員退職慰労引当金の減少
額 

△3,431 

工事損失引当金の増加額 75,000 

受取利息及び受取配当金 △7,321 

支払利息 7,994 

為替差損 198 

その他営業外費用及び特別
損失 2,390 

売上債権の減少額 5,322,697 

たな卸資産の増加額（△） △963,269 

その他資産の減少額 33,562 

仕入債務の減少額（△） △1,307,451 

未払消費税等の減少額
（△） 

△130,041 

未払金の減少額（△） △1,078,659 

その他負債の減少額（△） △117,692 

小計 772,604 

利息及び配当金の受取額 7,264 

利息の支払額 △7,661 

法人税等の支払額 △304,891 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 467,317 

 



 
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） 

Ⅱ 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 

△105,329 

無形固定資産の取得による
支出 

△17,636 

投資有価証券の取得による
支出 

△2,577 

長期貸付けによる支出 △3,562 

長期貸付金の回収による収
入 965 

短期貸付金の回収による収
入 70 

その他投資活動による収入 2,483 

その他投資活動による支出 △1,313 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△126,901 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー  

短期借入金の減少額 △400,000 

自己株式の取得による支出 △4 

少数株主への配当金の支払
額 

△3,582 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△403,586 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

△198 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △63,368 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 2,199,932 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末残高 2,136,564 

   



(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） 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前中間連結会計期間において、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における海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略してお

ります。 

 
情報通信機
器（千円） 

移動体通信
機器 
（千円） 

計測器 
（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 9,686,969 132,659 140,342 9,959,972 － 9,959,972 

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ 9,003 10,870 19,874 (19,874) － 

計 9,686,969 141,663 151,213 9,979,846 (19,874) 9,959,972 

営業費用 10,814,449 165,146 173,915 11,153,511 (406) 11,153,105 

営業損失（△） △1,127,479 △23,483 △22,701 △1,173,664 (19,468) △1,193,132 
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