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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）当第１四半期累計期間において、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ
る為、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 1,570 △21.6 △57 ― △57 ― △61 ―

21年3月期第1四半期 2,003 ― 50 ― 151 ― 91 ―

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

22年3月期第1四半期 △41.64 ―

21年3月期第1四半期 62.41 62.16

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

22年3月期第1四半期 3,128 1,611 51.5 1,096.26
21年3月期 3,115 1,704 54.7 1,159.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,611百万円 21年3月期  1,704百万円

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

21年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

3,484 △16.8 19 △88.6 15 △94.4 8 △95.1 6.04

通期 7,600 △5.4 210 △12.9 200 △41.0 116 △37.0 78.93
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 1,521,910株 21年3月期  1,521,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  52,286株 21年3月期  52,286株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 1,469,624株 21年3月期第1四半期 1,469,038株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

 当第１四半期会計期間における我が国の経済は、世界的金融危機を契機に、平成20年秋以降急激に落込んだ輸出

が、新興国向けを中心に持ち直しつつあり、又、国内での在庫調整が進んだことを背景に、生産活動に下げ止まりの

傾向が出始めて、急速な悪化に歯止めがかかってきております。  

 当社が属する情報サービス産業や当社の主要顧客においては、市場での価格競争に加えユーザからの価格低下圧力

を受けて、外注費削減による採算改善を狙う動きや、事業改革や業務効率化を進める一方で、新規事業への先行投資

を継続する動きがあります。  

 こうした中、自治体・官公庁、社会インフラ、次世代ネットワーク、次世代携帯電話向けシステム開発は需要が底

堅く推移しております。  

 更に、半導体・液晶製造装置とも受注が底を打ち、 悪期を脱する兆しが見受けられます。  

   

 こうした事業環境下において、当社は次の重点施策に取組みました。  

 事業関連では、トータル・サービス提供によるエンド・ユーザの掘起しを推進すると共に、主要顧客におけるプレ

ゼンスを高め収益性の拡大を図りました。  

 更に、ソリューションの商品化を加速し事業成長基盤の構築に取組みました。  

 この結果、案件の引合いは増加傾向にあるものの、顧客の投資決定に時間がかかっていることから、受注・業務立

上げに至るまでの期間が長期化していることに加えて、値下げ要請が相次ぎ、中小型案件で低採算プロジェクトが発

生しました。  

 一方、新規に販売チャネルを１社、エンド・ユーザを１社、開拓することができました。  

 組織関連では、現場力強化に向けて事業部門に担当マネージャを14名配置しました。  

 首都圏の体制拡大に向けて新卒入社者20名のうち15名を東京本社地区に配属しました。  

 更に、内部統制レベルの向上に向けて前期抽出した課題への対応として文書化の充実に取組みました。  

 財務関連においては、コスト削減に取組んだ結果、販売管理費は前期同期比90百万円削減することができました。 

 尚、製品在庫及び仕掛棚卸が高い水準で推移していることが、今後の課題となっております。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の決算概要としては、減収・営業赤字となりました。  

 売上高は1,570百万円と前年同期比21.6％の減収となり、営業損失は57百万円（前年同期は50百万円の黒字）、経

常損失は57百万円（前年同期は151百万円の黒字）、四半期純損失は61百万円（前年同期は91百万円の黒字）となり

ました。  

 尚、特別損失として、保険積立金解約損３百万円が発生しております。 

 又、前事業年度末の配当は、１株当たり22.00円を実施しました。 

  

 当社が営む事業は、「情報サービス事業」の単一でありますが、サービスを提供する事業領域（事業）として、新

たにユビキタス事業領域での取組みを明確にしました。  

 これにより、当社の事業領域は、次の３つの分野となりました。 

 ・ビジネス事業では、企業情報システムや顧客が提供するサービスのシステム化を開発しております。  

 ・エンジニアリング事業では、社会インフラのシステム構築や顧客の製品開発を受託しております。  

 ・ユビキタス事業では、ユビキタス・ソリューションの開発やこれを商品化した製品の販売をしております。 

 事業別の状況は次の通りであります。  

①ビジネス事業においては、受注状況が厳しく、又、大手銀行・信託銀行向け大型案件が前期末迄に終息した影響を

受けて減少しております。  

 明るい材料としては、金融分野として、地方銀行向け営業店システムは安定受注した他、地方銀行の共同化システ

ム移行を受注し、第６次全銀システム対応を継続受注しました。  

 又、インフォメーション分野として、前期後半に低迷していた帳票ソリューションの引合いが回復してきたこと、

ガス会社２社向け顧客情報システム、及び、電力会社向け基幹システムが新たに立上りました。  

 尚、ガス会社のうち１社は、新規に開拓したエンド・ユーザであります。  

 更に、ガス会社向け並びに電力会社向け案件は、現状、分析・設計工程の段階にあり、売上寄与度は大きくありま

せんが、今後、開発工程に移行していくことで拡大が期待されます。  

 こうしたことから売上高は702百万円（前年同期比72.0％）、受注残は528百万円（前年同期比53.2％）となりまし

た。 

   

②エンジニアリング事業においては、世界的な不況により、半導体・液晶・工作機械の各製造装置メーカにおける受

注減や、通信基幹網、基地局開発の需要に陰りが見え始めた影響を受けて減少しております。 

 明るい材料としては、通信分野として、次期携帯通信規格、次世代ネットワーク、超小型基地局関連は受注が拡大
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しました。  

 又、制御分野として、公共向けの航空、防災、道路関連を継続受注しております。  

 更に、組込み分野では、携帯電話開発において通信事業者向けを２社に拡大し、新プラットフォームでの開発が立

上がっております。  

 こうしたことから売上高は863百万円（前年同期比85.7％）、受注残は866百万円（前年同期比87.7％）となりまし

た。 

  

③ユビキタス事業においては、景気回復時期が不透明なことから、提案中の案件は十数件あるものの受注には至って

おりません。  

 明るい材料としては、ＲＦＩＤの応用システムが病院、工場向けに加えて、一般住宅向けの引合いがでてきたこ

と、又、電源遮断システムの販売代理先として２社目と提携できたことが挙げられます。  

 こうしたことから売上高は４百万円（前年同期比19.8％）となり、受注残はありませんでした。 

  

  

２．財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期会計期間末の貸借対照表の「資産合計」は、3,128百万円と前年同期比270百万円減少となりました。 

 その内訳としては、次の通りであります。 

 「流動資産」は、1,993百万円と前年同期比231百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、減収により売掛金が前年同期比231百万円減少したことによります。  

 「固定資産」は、1,135百万円と前年同期比38百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、有形固定資産が減価償却並びに除却により前年同期比14百万円減少、無形固定資産が減価

償却により前年同期比16百万円減少、投資その他の資産が前年同期比８百万円減少したことによります。  

 一方、「流動負債」は、905百万円と前年同期比230百万円減少しました。  

 主な変動要因としては、受注の減少により買掛金が前年同期比115百万円減少した他、税引前四半期純損失となっ

たことで未払法人税等が前年同期比56百万円減少したことによります。  

 「固定負債」は、612百万円と前年同期比７百万円の減少となりました。  

 主な変動要因としては、リース債務が前年同期比５百万円増加した一方で、退職給付引当金が前年同期比24百万円

減少したことによります。  

 これにより「負債合計」は1,517百万円と前年同期比237百万円減少しました。  

 「純資産」は、1,611百万円と前年同期比32百万円の減少となりました。  

 主な変動要因としては、別途積立金が前年同期比110百万円増加した一方で、四半期純損失となったことで繰越利

益剰余金が前年同期比143百万円減少したことによります。  

 以上の結果、「自己資本比率」は51.5％と前年同期比3.1ポイント改善しております。 

   

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前年同期比８百万円減少し、当第１四半期末には478百万

円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、468百万円の増加（前年同期は165百万円の増加）となりました。  

 この主な要因としては、賞与引当金の減少により148百万円減少、仕入債務の減少により93百万円減少した他、税

引前四半期純損失が60百万円となった一方で、売上債権の減少で451百万円増加したことによります。  

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、４百万円の減少（前年同期は225百万円の増加）となりました。  

 この主な要因としては、保険積立金の解約による収入により６百万円増加した他、有形固定資産の取得による支出

で４百万円減少したことによります。  

 以上により、フリー・キャッシュ・フローが前年同期比73百万円増加しております。  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、25百万円の減少（前年同期は123百万円の減少）となりました。  

 この主な要因としては、配当金の支払いにより25百万円減少したことによります。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

 平成22年３月期 第２四半期以降の事業環境の見通しですが、当社では、日銀短観や機械受注統計等から、在庫調

整の進展で足元の生産には底入れの兆しも出ているものの、設備過剰の状況は続きそうで、景況感は 悪期を脱した

が、本格的な回復はまだ先になると見ております。  

 又、平成21年度の設備投資計画は、外需の本格回復に時間がかかっていることを受けて、前年度比２割強の減少が

見込まれております。  
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 情報サービス産業や当社の主要顧客の状況を見ると、企業は、当面の設備投資を圧縮する一方、こうした厳しい環

境下においても、将来に繋げる研究開発は維持する動きも見られます。  

 更に、不採算分野を見直し強みを持つ領域に集中させる他、新製品の重点販売や新分野を強化したり、業務・資本

提携により開発、購買、生産面でシナジーを狙うと共に、改正法の施行を控えた保険、クレジット会社向け需要増に

対応する動きが見受けられます。  

 当社としては、こうした動きを見逃さずに対応して参りたいと考えております。  

   

 このような見通しの中で、当社は次の重点施策に取組みます。  

 事業戦略としては、ビジネス事業においては、エンド・ユーザ対応力の強化として、新規開発案件が減少傾向にあ

る中で、運用・保守業務へ積極的な参画を図り、提供するサービス領域を拡大します。  

 又、エンジニアリング事業では、主要顧客におけるプレゼンス向上に向けて、技術・コスト競争力を高める為に、

地方拠点との開発連携の強化と、海外オフショア発注を拡大します。  

 更に、ユビキタス事業は、市場投入アイテムの拡大に向けて、ＲＦＩＤを応用したセキュリティ分野でのソリュー

ションの商品化を加速させます。  

 組織戦略としては、首都圏ビジネスの拡大に向けて、地方拠点、海外オフショアの利活用により、開発体制の整備

とコスト競争力を強化します。  

 又、判断のスピードと現場力を増大させる為に実施した担当マネージャ制を定着させて、プロジェクト管理を強化

すると共に、低採算プロジェクトの発生を抑制します。  

 更に、内部統制レベルの向上に向けて課題抽出と対応策強化を推進します。  

 財務戦略としては、イベント毎に費用対効果を確認しコスト効率を高めると共に、在庫水準を抑制し、資金回収期

間の短縮化を図ります。 

 又、株主還元策として、配当性向を30％以上を目処として、配当は、中間に14円、期末に14円を予定しておりま

す。  

  

 以上のことから、平成22年３月期の第２四半期累計期間の業績は、期初予想通りになると見込んでおります。  

 売上高は3,484百万円と前年同期比△16.8％の減収となる見通しであります。  

 営業利益は19百万円と前年同期比△88.6％、経常利益は15百万円と前年同期比△94.4％、四半期純利益は８百万円

と前年同期比△95.1％の減益を見込んでおります。 

  

 平成22年３月期の通期の業績は、期初予想通りになると見込んでおります。  

 売上高は7,600百万円と前年同期比△5.4％の減収となる見通しであります。  

 売上総利益は1,560百万円と前年同期比△4.9％の減益、営業利益は210百万円と前年同期比△12.9％の減益、経常

利益は200百万円と前年同期比△41.0％の減益、当期純利益は116百万円と前年同期比△37.0％の減益を見込んでおり

ます。  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業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場合に、前事業年度末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用しており

ます。 

２．棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法を採用しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関して、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

下げを行う方法を採用しております 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

採用しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、且つ、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場合に、前事業年度決算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を採用しております。 
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①．会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

 これにより、売上高は57,385千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ11,425

千円増加しております。 

  

②．表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）の適用に伴い、前第１四半期会計期間において、「原材料」（19,687千円）と流動資産の

「その他」に含めていた「貯蔵品」（2,623千円）は、当第１四半期会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括し

て掲記しております。 

 尚、当第１四半期会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ27,718千円、1,479千円でありま

す。 

  

（四半期損益計算書関係） 

 前第１四半期累計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「保険取扱手数料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えた為、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。 

 尚、前第１四半期累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「保険取扱手数料」は622千円であります。 

  

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 478,505 40,507

受取手形及び売掛金 980,722 1,432,142

商品及び製品 67,111 67,381

仕掛品 234,078 191,180

原材料及び貯蔵品 29,197 34,462

その他 206,722 202,296

貸倒引当金 △2,647 △3,866

流動資産合計 1,993,691 1,964,104

固定資産   

有形固定資産   

土地 371,169 371,169

その他（純額） 216,465 225,027

有形固定資産合計 587,634 596,196

無形固定資産 36,548 40,683

投資その他の資産 511,032 514,129

固定資産合計 1,135,214 1,151,009

資産合計 3,128,906 3,115,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 223,357 317,229

未払金 416,758 97,802

未払法人税等 4,319 8,155

賞与引当金 140,512 289,500

工事損失引当金 6,786 －

その他 113,738 104,031

流動負債合計 905,472 816,718

固定負債   

退職給付引当金 549,752 536,653

役員退職慰労引当金 57,500 54,670

その他 5,090 2,448

固定負債合計 612,342 593,771

負債合計 1,517,815 1,410,490
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,756 499,756

資本剰余金 204,756 204,756

利益剰余金 977,189 1,070,721

自己株式 △70,610 △70,610

株主資本合計 1,611,090 1,704,623

純資産合計 1,611,090 1,704,623

負債純資産合計 3,128,906 3,115,113
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,003,837 1,570,116

売上原価 1,545,300 1,310,149

売上総利益 458,537 259,967

販売費及び一般管理費 408,002 317,397

営業利益又は営業損失（△） 50,535 △57,430

営業外収益   

受取利息 24 13

有価証券利息 39 －

受取保険金 101,513 －

保険返戻金 － 777

保険取扱手数料 － 628

雑収入 3,014 504

営業外収益合計 104,592 1,923

営業外費用   

支払利息 160 94

売上債権売却損 1,911 1,343

コミットメントフィー 601 750

雑損失 － 58

その他 544 －

営業外費用合計 3,217 2,246

経常利益又は経常損失（△） 151,909 △57,753

特別利益   

投資有価証券売却益 547 －

貸倒引当金戻入額 870 1,218

特別利益合計 1,418 1,218

特別損失   

投資有価証券評価損 4,404 304

固定資産除却損 － 161

保険積立金解約損 － 3,593

特別損失合計 4,404 4,060

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 148,924 △60,594

法人税等 57,231 606

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,692 △61,200
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

148,924 △60,594

減価償却費 9,748 17,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） △870 △1,218

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,347 △148,987

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,423 13,099

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,931 2,830

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 6,786

受取利息及び受取配当金 △64 △13

受取保険金 △101,513 －

支払利息 160 94

有形固定資産除却損 － 161

投資有価証券売却損益（△は益） △547 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,404 304

保険解約損益（△は益） － 3,593

売上債権の増減額（△は増加） 322,592 451,419

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,721 △37,363

前払費用の増減額（△は増加） △33,472 △8,289

仕入債務の増減額（△は減少） △68,010 △93,871

前受金の増減額（△は減少） △1,026 △3,853

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,339 25,136

その他 255,047 302,117

小計 287,132 469,257

利息及び配当金の受取額 115 －

利息の支払額 △160 △94

法人税等の支払額 △121,757 △871

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,330 468,291

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 △7,495 △4,694

投資有価証券の売却による収入 90,000 －

保険積立金の解約による収入 － 6,854

保険積立金の払戻による収入 150,321 －

その他 △7,415 △6,709

投資活動によるキャッシュ・フロー 225,410 △4,548

                 

- 10 -

アドソル日進（株）(3837)平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △25,000 －

長期借入金の返済による支出 △21,600 －

配当金の支払額 △21,019 △25,320

自己株式の取得による支出 △55,943 －

その他 △154 △424

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,717 △25,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 267,023 437,998

現金及び現金同等物の期首残高 220,282 40,507

現金及び現金同等物の四半期末残高 487,305 478,505
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 該当事項はありません。 

  

（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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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６．その他の情報

受注及び販売の状況  

 (1）受注状況 

当第１四半期会計期間の受注状況を事業・分野別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．上記金額は実際受注額であり、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当第１四半期会計期間からユビキタス関連業務については、組込み分野からユビキタス事業に分類を変更し

た為、前年同期比較に当たっては、前第１四半期会計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

 (2）販売実績 

当第１四半期会計期間の販売実績を事業・分野別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．上記金額は販売金額であり、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当第１四半期会計期間からユビキタス関連業務については、組込み分野からユビキタス事業に分類を変更し

た為、前年同期比較に当たっては、前第１四半期会計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

事 業 分  野 
受注高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

受注残高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

 ビジネス      787,343  76.2    528,337  53.2 

   インフォメーション 503,908 87.0  327,061 52.8 

   金融 283,434 62.5  201,275 53.7 

 エンジニアリング   939,549 89.5  866,996 87.7 

   通信 260,937 115.8  296,211 157.9 

   制御 238,873 56.5  215,473 51.6 

   組込み 439,737 109.4  355,310 92.7 

 ユビキタス   3,518 20.8  0 ─  

合計 1,730,411 82.4  1,395,333 70.4 

事 業 分   野 
当第１四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

前年同期比

（％） 

 ビジネス   （千円）  702,196 72.0 

  
 インフォメーション （千円）  441,346 79.5 

 金融 （千円）  260,850 62.1 

 エンジニアリング   （千円）  863,901 85.7 

  

 通信 （千円）  209,962 96.1 

 制御 （千円）  259,607 75.2 

 組込み （千円）  394,331 88.7 

 ユビキタス （千円）  4,018 19.8 

合計 （千円）  1,570,116 78.4 
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