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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 9,191 ― 55 ― 44 ― 16 ―
20年3月期第3四半期 10,135 △2.1 37 △76.1 29 △78.7 △78 ―

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3四半期 4.78 ―
20年3月期第3四半期 △22.52 ―

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3四半期 6,914 4,198 60.7 1,199.74
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3四半期  4,198百万円 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  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 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  

(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．平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
 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3四半期  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3四半期  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3四半期  3,499,348株 20年3月期第3四半期  3,499,348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３四半期連結累計期間の経営成績） 

 当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、米国発の金融危機が世界規模での景気後退となり企業収益は輸出・生

産の減少により深刻さを増しております。これに伴い、雇用情勢・個人消費も急速に悪化し、経済を取り巻く環境は

厳しくなりました。 

 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１億５百万件を超え市

場が飽和状態になっており、更に携帯電話端末の販売方式の変更による需要の落込みもあり、携帯電話ショップの再

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、景気後退による企業の買い替え需要低迷等から、国

内出荷台数・出荷額ともに大幅に減少しました。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

無線システムや瞬時警報システムの整備に注力する等、防災・安全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、当社グループでは、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減収となりましたが、情報通信システム事業は前年同期に比べ好調でありまし

た。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高91億91百万円、営業利益55百万円、経常利益44百万

円、四半期純利益16百万円となりました。 
  
（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買い替え需要の低迷等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58億６百万円、営業利益は42百万円となりました。 

［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無線情報収集システムや浄水場防犯設備、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33億84百万円、営業利益は13百万円となりました。 

 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、第２四半期にかか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）、平成21年３月期第２四半期決算短信（平成20年11月７日開示）

  をご参照ください。 

  



  
（１）資産、負債、純資産の状況 

 （資産） 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は69億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億69百万円減少しまし

 た。これは、受取手形及び売掛金31億59百万円の減少などによるものです。 

 （負債） 

  当第３四半期連結会計期間末の負債は27億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億61百万円減少しまし 

 た。これは、買掛金14億75百万円の減少、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）４億88百万円の減少

 などによるものです。 

 （純資産） 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は41億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７百万円減少しまし

 た。これは、利益剰余金90百万円の減少、その他有価証券評価差額金16百万円の減少によるものです。 
  
（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四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３億５百万円増加し、10億４百万円となりました。 

  当第３四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11億26百万円となりました。これは主に仕入債務の減少による14億75百万円、

 たな卸資産の増加による４億89百万円等を計上しましたが、売上債権の減少による31億59百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、使用した資金は33百万円となりました。これは主に定期預金の払出による収入45百万円等を計

 上しましたが、定期預金の預入による支出35百万円、有形・無形固定資産の取得による支出46百万円がこれを上回

 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７億87百万円となりました。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６億18百万円の支出、長期借入金の返済による２億50百万円の支出、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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
  
  平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表いたしました業績予想に変更はござい

 ません。 

  



該当事項はありません。    
  

（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。 
  

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） 

（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 

（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３四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 

 2,464千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かか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。 

  これにより営業利益、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。  

  



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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,056,776 761,016 

受取手形及び売掛金 1,374,948 4,534,884 

商品 647,314 675,217 

原材料 87,165 36,681 

仕掛品 563,429 96,470 

繰延税金資産 221,678 254,020 

その他 103,739 130,652 

貸倒引当金 △25 △227 

流動資産合計 4,055,027 6,488,716 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,572,294 1,569,736 

減価償却累計額 △698,359 △650,647 

減損損失累計額 △48,185 △30,076 

建物及び構築物（純額） 825,749 889,012 

機械装置及び運搬具 963,660 958,690 

減価償却累計額 △612,890 △464,874 

減損損失累計額 △1,085 △1,085 

機械装置及び運搬具（純額） 349,683 492,730 

工具、器具及び備品 443,045 440,881 

減価償却累計額 △295,778 △286,260 

減損損失累計額 △1,969 △1,245 

工具、器具及び備品（純額） 145,297 153,375 

土地 751,403 751,403 

有形固定資産合計 2,072,133 2,286,522 

無形固定資産   

のれん 15,476 19,047 

その他 124,945 131,854 

無形固定資産合計 140,421 150,902 

投資その他の資産   

投資有価証券 94,436 123,541 

前払年金費用 81,207 39,542 

繰延税金資産 93,889 84,958 

その他 461,393 469,879 

貸倒引当金 △84,086 △60,578 

投資その他の資産合計 646,840 657,344 

固定資産合計 2,859,396 3,094,768 

資産合計 6,914,423 9,583,484 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,207,370 2,682,689 

短期借入金 － 418,000 

1年内返済予定の長期借入金 311,590 381,720 

1年内支払予定のリース債務 18,813 17,997 

未払法人税等 19,421 236,245 

賞与引当金 81,430 326,600 

短期解約損失引当金 3,886 7,427 

その他 654,135 580,925 

流動負債合計 2,296,646 4,651,605 

固定負債   

長期借入金 226,600 407,200 

リース債務 29,624 41,830 

役員退職慰労引当金 1,827 175,005 

その他 161,400 2,456 

固定負債合計 419,453 626,492 

負債合計 2,716,099 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 3,167,179 3,257,263 

自己株式 △468 △468 

株主資本合計 4,188,434 4,278,518 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,889 26,868 

評価・換算差額等合計 9,889 26,868 

純資産合計 4,198,324 4,305,387 

負債純資産合計 6,914,423 9,583,484 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,191,705 

売上原価 7,095,891 

売上総利益 2,095,814 

販売費及び一般管理費 2,040,056 

営業利益 55,757 

営業外収益  

受取利息 974 

受取配当金 1,770 

受取家賃 1,800 

販売表彰金収入 2,892 

その他 2,140 

営業外収益合計 9,578 

営業外費用  

支払利息 11,598 

支払手数料 3,574 

その他 5,744 

営業外費用合計 20,917 

経常利益 44,418 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 201 

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 41,228 

特別損失  

固定資産除却損 3,607 

減損損失 25,816 

その他 2,819 

特別損失合計 32,242 

税金等調整前四半期純利益 53,404 

法人税、住民税及び事業税 1,627 

法人税等調整額 35,059 

法人税等合計 36,686 

四半期純利益 16,717 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 53,404 

減価償却費 256,046 

賞与引当金の増減額（△は減少） △245,170 

受取利息及び受取配当金 △2,745 

支払利息 11,598 

減損損失 25,816 

固定資産除売却損益（△は益） 3,607 

売上債権の増減額（△は増加） 3,159,935 

たな卸資産の増減額（△は増加） △489,540 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,475,319 

その他 52,705 

小計 1,350,340 

利息及び配当金の受取額 2,739 

利息の支払額 △11,250 

法人税等の支払額 △215,173 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,126,655 

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 45,000 

定期預金の預入による支出 △35,014 

有形固定資産の取得による支出 △29,181 

無形固定資産の取得による支出 △17,326 

その他 3,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,088 

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 △618,000 

長期借入金の返済による支出 △250,730 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,109 

配当金の支払額 △104,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー △787,820 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,746 

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 1,004,241 



 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。 

  

 該当事項はありません。 
  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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 

    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３四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1,278千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３四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。 
  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  
  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  5,806,897  3,384,808  9,191,705 ―  9,191,705

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
    ― ― ― ― ― 

計  5,806,897  3,384,808  9,191,705  ―  9,191,705

営業利益  42,082  13,674  55,757  ―  55,757

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商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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  10,135,969

Ⅱ 売上原価  7,922,945

売上総利益  2,213,023

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,175,025

営業利益  37,997

Ⅳ 営業外収益  8,828

Ⅴ 営業外費用  16,966

経常利益  29,860

 Ⅵ 特別利益  1,227

 Ⅶ 特別損失  140,761

税金等調整前 
四半期純利益（△は損失） 

 △109,673

税金費用   △30,852

四半期純利益（△は損失）  △78,821



  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

     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。  
  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 
  

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益（△は損失）  △109,673

減価償却費   196,176

売上債権の増減額（増加：△）  3,225,025

たな卸資産の増減額（増加：△）   △373,127

仕入債務の増減額（減少：△）   △2,002,504

その他   98,920

小計  1,034,816

法人税等の支払額  △295,711

その他   △4,860

営業活動によるキャッシュ・フロー  734,244

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   △386,398

無形固定資産の取得による支出   △21,451

その他  380,857

投資活動によるキャッシュ・フロー  △26,993

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  △395,000

長期借入金の純増減額  193,020

配当金の支払額  △87,483

その他  △12,854

財務活動によるキャッシュ・フロー  △302,318

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減（△）額  404,933

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期末残高  902,807

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  7,221,589  2,916,252  10,137,841  (1,872)  10,135,969

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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