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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 12,422 ― △224 ― △250 ― △319 ―

20年3月期第3四半期 11,603 △23.6 △616 ― △675 ― △652 ―

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 △21.14 ―

20年3月期第3四半期 △43.13 ―

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 10,684 4,903 45.9 324.07
20年3月期 11,585 5,251 45.3 347.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,903百万円 20年3月期  5,251百万円

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 ― 5.00 ― ― 5.00
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 21,100 31.5 300 ― 180 ― 170 ― 11.23

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 
・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大きく異なる可能性があります。 
・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3四半期  15,514,721株 20年3月期  15,514,721株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  384,278株 20年3月期  380,598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  15,132,180株 20年3月期第3四半期  15,137,430株
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 当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日 – 平成20年12月31日)におけるわが国の経済は、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した世界的な金融の混乱、経済不況と、これにともなう設備投資の停滞、個人消費の低迷に

加え、株価暴落、円高の急激な進行など100年に一度ともいわれる先行きの見えない経済環境に直面しました。この

ような経済状況にありましたが、当社グループにおきましては、これからのブロードバンド社会に対応した情報化技

術（IT）ならびに電子部品・機器事業において、的確なソリューションおよび製品を顧客に継続的に提供し強力に拡

販を進める一方、新規商品の開発にも努めました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、連結売上高124億２千２百万円、営業損失２億２千４百万

円、経常損失２億５千万円、四半期純損失３億１千９百万円となりました。  

事業別の状況は以下のとおりです。  

  ITソリューション・サービス事業におきましては、中央省庁向けコンピュータ機器が伸長し、売上高59億９千７

百万円、営業損失２億４千５百万円となりました。 

  一方、電子部品及び機器事業におきましては、電子戦機材が順調に推移し、売上高64億２千５百万円、営業利益

２千２百万円となりました。 

所在地別セグメントにつきましては以下のとおりです。  

 日本においては、中央省庁向けコンピュータ機器が伸長し、売上高86億９千９百万円、営業損失２億１百万円とな

りました。 

 中国においては、玩具、バッテリー保護用途の半導体販売が減少し、売上高29億６千２百万円、営業損失２百万円

となりました。 

 アジアにおいては、産業用端末用タッチパネル等が増加し、売上高６億７千１百万円、営業損失５百万円となりま

した。 

 米国においては、簡易カーナビゲーション用液晶パネル販売及び産業用途タッチパネル販売が減少し、売上高８千

８百万円、営業利益３百万円となりました。 

 なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

(1）資産、負債および純資産の状況  

 当四半期末の総資産106億８千４百万円（前期末比９億１百万円減少）、これは主に流動資産では売掛金が９億１

千万円、商品が６億２千万円減少しましたが、現金及び預金が４億８千３百万円、商品購入のための前渡金が５億４

千３百万円増加したこと、固定資産では長期未収入金が６億８千７百万円減少したこと等によります。 

 負債の部の合計は57億８千１百万円（前期末比５億５千２百万円減少）、これは主に支払手形及び買掛金が６億４

千１百万円、短期借入金が８億３千６百万円減少しましたが、前受金が４億７千５百万円増加したこと等によりま

す。 

 純資産の部は49億３百万円（前期末比３億４千８百万円減少）となりました。これは主に四半期純損失３億１千９

百万円により利益剰余金が減少したこと等によります。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当四半期末における、現金及び現金同等物は前期末残高より４億８千３百万円増加し、19億１千１百万円となりま

した。 

 営業活動のキャッシュ・フローは、12億７千７百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純損失、

商品購入のための前渡金の増加、仕入れ債務の減少等による支出がありましたものの、商品、長期未収入金の減少、

第２四半期の大型売上が当該四半期で入金があったため売上債権が減少したことによる収入等によります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１千６百万円の増加となりました。主に、保有の投資有価証券の売却によ

る収入と保険積立金の支出等によります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、８億２千５百万円の減少となりました。主に、運転資金のための短期借入

金の減少によります。   

  

 現時点において、平成20年５月19日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

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 

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 
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 該当事項はありません。  

  

   

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。 

② 繰延税金資産およ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。 

  

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 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 

当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、個別法（ただし、一部の

商品については移動平均法）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、個別法（ただし、

一部の商品については移動平均法）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）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失が７百万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等の適用 

 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。 

 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。 
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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 2,471,279 1,987,734

受取手形及び売掛金 2,851,121 3,761,296

商品 880,092 1,500,225

その他 1,093,765 399,018

貸倒引当金 △8,461 △5,173

流動資産合計 7,287,796 7,643,101

固定資産   

有形固定資産 500,347 506,206

無形固定資産 16,779 36,801

投資その他の資産   

長期未収入金 2,219,063 2,906,186

その他 1,298,532 1,131,412

貸倒引当金 △637,739 △637,739

投資その他の資産合計 2,879,856 3,399,858

固定資産合計 3,396,983 3,942,866

資産合計 10,684,779 11,585,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,326,208 2,967,565

短期借入金 1,563,531 2,400,000

未払法人税等 13,776 51,182

その他 1,084,013 505,977

流動負債合計 4,987,531 5,924,725

固定負債   

退職給付引当金 272,320 258,692

役員退職慰労引当金 150,441 137,616

その他 371,145 13,218

固定負債合計 793,907 409,528

負債合計 5,781,439 6,334,253
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 2,081,516 3,240,180

利益剰余金 △316,464 △1,155,160

自己株式 △110,995 △110,542

株主資本合計 5,080,973 5,401,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46 △15,588

繰延ヘッジ損益 △10,355 △10,598

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △155,617 △111,879

評価・換算差額等合計 △177,632 △149,679

純資産合計 4,903,340 5,251,714

負債純資産合計 10,684,779 11,585,968
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（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 12,422,373

売上原価 10,624,433

売上総利益 1,797,940

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 958,860

退職給付引当金繰入額 58,682

役員退職慰労引当金繰入額 12,824

貸倒引当金繰入額 4,629

その他の販売費及び一般管理費 987,187

販売費及び一般管理費合計 2,022,186

営業損失（△） △224,245

営業外収益  

為替差益 30,514

その他 12,887

営業外収益合計 43,401

営業外費用  

支払利息 32,944

保険解約損 34,108

その他 2,264

営業外費用合計 69,316

経常損失（△） △250,160

特別利益  

投資有価証券売却益 44,231

特別利益合計 44,231

特別損失  

投資有価証券評価損 169,258

その他 4,975

特別損失合計 174,233

税金等調整前四半期純損失（△） △380,162

法人税、住民税及び事業税 16,695

法人税等調整額 △76,890

法人税等合計 △60,194

四半期純損失（△） △319,967
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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損失（△） △380,162

減価償却費 43,272

受取利息及び受取配当金 △6,274

支払利息 32,944

売上債権の増減額（△は増加） 862,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 577,925

前渡金の増減額（△は増加） △543,935

立替金の増減額（△は増加） 556,629

その他の流動資産の増減額（△は増加） 141,645

仕入債務の増減額（△は減少） △625,829

その他の流動負債の増減額（△は減少） 489,148

その他 198,164

小計 1,346,133

利息及び配当金の受取額 5,595

利息の支払額 △30,439

法人税等の支払額 △43,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,277,575

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 △15,395

無形固定資産の取得による支出 △673

投資有価証券の売却による収入 54,700

保険積立金の積立による支出 △25,590

保険積立金の解約による収入 19,104

差入保証金の差入による支出 △16,907

差入保証金の回収による収入 974

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,211

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） △823,411

自己株式の純増減額（△は増加） △453

配当金の支払額 △1,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △825,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 483,545

現金及び現金同等物の期首残高 1,427,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,911,279
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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 

 当社グループにおきまして、前連結会計年度は４億３千６百万円、当第３四半期連結累計期間は２億２千４百

万円の営業損失を計上し、また営業キャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は３億３千６百万円のマイナ

スを計上しております。このような状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  

営業収益の改善について 

高付加価値の情報セキュリティ分野への人員シフト、販売代理店網の増強および協業による販路拡大により

売上の増加施策、ならびに、筑波営業所閉鎖、大阪支店の移転等、営業活動の効率化施策を前連結会計年度に前

倒しで実施しております。 

  

財務面について 

財務面では、当社グループは、純資産額49億３百万円、自己資本比率45.9％を維持しております。また、金

融機関との取引面におきましては、借入与信枠39億円の内、借入額は13億円であり、26億円の借入枠がありま

す。 

  

 当社グループにおきましては、経営資源を活用し収益力の改善を図り、当該状況を早期に解消すべく邁進して

参ります。 

  

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 
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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.事業区分の方法および各区分に属する主要な商品の名称 

   事業区分は商品の使用目的の類似性により区分しております。 

   ２.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） 

 「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．（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３四半期連結累計期間においてＩＴソリュ

ーション・サービス事業で営業損失が３百万円増加し、また電子部品及び機器事業で営業利益が３百万円減少し

ております。 

  

  
ＩＴソリューショ
ン・サービス 
事業（千円） 

電子部品及び
機器事業 
（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 
 5,997,365  6,425,008  12,422,373  －  12,422,373

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 191  1,840  2,031 (2,031)  －

計  5,997,556  6,426,848  12,424,405 (2,031)  12,422,373

営業利益（又は営業

損失） 
(245,729)  22,733 (222,995) (1,250) (224,245)

事業区分 事業内容 品目

ＩＴソリューシ

ョン・サービス 

事業 

システム 

ソリューション 

サーバー、ワークステーション、ＰＣ、ストレージ、eCRMソフトウェア、コン

テンツ管理システム、３次元機械CADシステム、セキュリティソフトウェア、シ

ミュレーションソフトウェア、マルチメディア・ストリーミング機器およびソ

フトウェア、各種ミドルウェア、ＡＳＰサービス、その他各種周辺機器および

ソフトウェア 

ネットワーク 

ソリューション 

インターネット高速アクセスシステム、ＡＴＭアクセス装置、ネットワークセ

キュリティアプライアンス機器、無線LAN機器およびソフトウェア、衛星通信情

報伝送システム、国際電話用回線多重化装置、エコーキャンセラー、ＩＰ電

話、広域無線LANサービス、その他各種情報通信機器および映像伝送装置 

電子部品及び 

機器事業 

電子部品及び機

器 

光通信関連機器およびデバイス、光計測機器、各種科学計測機器、防衛用機

材、災害救護用機材、半導体、マイクロ波通信機器用部品、集積回路、バッテ

リー、導電性樹脂接着剤、周辺機器用機構部品、情報通信機器用部品、その他

各種電子部品および機器 
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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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）中 国  ・・・ 中国 

(2）アジア ・・・ シンガポール 

(3）米 国  ・・・ 米国 

   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） 

   「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．（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３四半期連結累計期間の営業損失は、日本

が７百万円増加しております。 

  

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・・・ シンガポール、マレーシア 

(2）中国・・・・・・・ 中国 

(3）その他の地域・・・ 米国 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
中国

（千円） 
アジア
（千円） 

米国
（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 
 8,699,608  2,962,896  671,421  88,448  12,422,373  －  12,422,373

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,039,654  －  1,096  58,954  2,099,705 (2,099,705)  －

計  10,739,263  2,962,896  672,517  147,402  14,522,079 (2,099,705)  12,422,373

営業利益（又は営業

損失） 
(201,332) (2,431) (5,870)  3,355 (206,279) (17,966) (224,245)

〔海外売上高〕 

  アジア 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,010,407  2,589,708  140,588  3,740,704

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  12,422,373

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.1  20.8  1.1  30.1

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  11,603,391

Ⅱ 売上原価  9,990,578

売上総利益  1,612,813

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,228,867

営業利益（△営業損失） △616,053

Ⅳ 営業外収益  17,951

Ⅴ 営業外費用  77,383

経常利益（△経常損失） △675,486

Ⅵ 特別利益  290

Ⅶ 特別損失  287,549

税金等調整前四半期純利益（△税金等
調整前四半期純損失） 

△962,745

法人税、住民税及び事業税  20,548

法人税等調整額 △330,441

四半期純利益（△四半期純損失） △652,852
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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（△純損失） △962,745

減価償却費   77,363

貸倒引当金の増加額   279,475

退職給付引当金の増加額  12,998

役員退職慰労引当金の増加額   46,199

受取利息及び受取配当金 △12,816

支払利息   39,280

保険積立金契約変更損   18,694

固定資産除却損   5,362

減損損失   1,286

売上債権の減少額   3,110,889

たな卸資産の増加額  △614,686

未収入金の減少額   9,254

前渡金の増加額  △19,391

その他流動資産の減少額  107,743

仕入債務の減少額  △2,741,502

未払消費税の減少額  △15,705

その他流動負債の増加額  154,806

その他  △17,218

小計 △520,711

利息及び配当金の受取額  11,442

利息の支払額  △41,065

法人税等の支払額  △74,108

営業活動によるキャッシュ・フロー △624,443
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  △21,024

無形固定資産の取得による支出  △4,982

保険積立金による支出  △9,438

保険積立金解約による収入   18,366

差入保証金による支出  △22,388

差入保証金解約による収入   9,791

その他  △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,741

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   211,256

自己株式の純増減額  △1,448

配当金の支払額  △127,712

財務活動によるキャッシュ・フロー  82,094

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,245

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △573,335

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,027,981

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,454,646

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

ＩＴソリュー
ション・サー
ビス事業 
（千円） 

電子部品及び
機器事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  3,887,939  7,719,272  11,607,211  (3,820)  11,603,391

営業費用  4,715,667  7,507,534  12,223,201  (3,756)  12,219,445

営業利益（又は営業損失）  (827,728)  211,738  (615,990)  (63)  (616,053)
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